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CU NI SUKCESOS ?
La dumvintraj kursoj finiĝis, la 

gekursanoj disiris kaj kelkaj deman
dos :Cu ni sukcesos ? Ĉu nia afero 
ne estas tro ideala en ĉi tiu reala 
mondo, ĉu ne tro malproksima de la 
pli urĝaj ĉiutagaj zorgoj kaj devoj ? 
Ĉu ni sukcescs disvastigi Esperanton 
inter la laboristaro tutmonda kaj pru
vi al ĝi, ke ni estas sur la ĝusta 
vojo, ke la estonteco estas nia ? Ĉu 
ni skucesos venki ĉiujn malfacilaĵojn 
kaj malhelpaĵojn, ne pli malgrandajn 
ol nia intenco mem ?

Estas necese, ŝajnas al mi； pritrakti 
iom ĉi tiiijn demandojn, kiuj ja ne 
estas demandoj sole de la gvidantoj 
de nia movado, sed demandoj precipe 
de ĉiuj novaj seriozaj disĉiploj de nia 
afero, kiuj sentas en si la devon labo
ri por la disvastigo de Esperanto kaj 
tiel cstos fervoraj kunbatalantoj> Por 
multaj, kiiij vizitis kurson, nia mov・ 
ado progresas tro malrapide kaj mi 
mem bone memoras, kiel dolore mi 
gentis, ke mi ne ĉie kaj ĉiam povis 
aŭdi kaj legi pri novaj grandaj pro
gresoj de Esperanto. Tiu tempo ja 
^stas la plej bela en la vivo de Espe-

■■■■■■■■ —--- —J—---n TTTTT1-- ---・・

〔吾々任成功すみでめらうか;]

【註】urĝajさI迫った。dis-vast-igi流布 

ミせち。ese-ont-eco 未來。mal-facil-ajojn 困難。 

mal-help-ajoin 障害。ne pli malgrandaj 廉期 

以上に小さくはない。pri-traktl®扱ふ（に就い 

て論すめ。disĉiploj門弟（二、では吾々の事）。 

plendg-ita de forta volo kuo-helpi ĉiel— ごう 

にでもして援け合はうざ云ふ强い意志で滿ち 

滿ちて〇 sio doai身れ打ち込む〇 Hmpleksasla 

tutan mondon地域は全世界に及んで居る。

WaFtziager-VilIach

rantisto, la tempo, eu kiu oni estas 
tute plenigita de la forta volo kim- 
helpi ĉiel por la disvastigo de nia 
granda ideo, sin doni al la mavado, 
kiu ampleksas la tutan mondon kaj 
montras ne elpenseblajn eblecojn por 
la realigo de niaj plej belaj revoj. 
Estas la tempo, en kiu oni kvazaŭ 
sentas en si iom da fajro de la granda 
entuziasmo kaj kredo de nia majstro 
ne mortinte vivanta en niaj korojn

Tamen, ĉi tiu tempo estas ne nur 
la plej bela, ĝi estas ankaŭ la plej 
danĝera- Ne ĉiu sukcesas gardi ĉi 
tiun fajron kaj en multaj ĝi post bela 
ekflamiĝo estingiĝas, postlasante dubon 
kaj malesperon Kiom ofte oni jara 
povis speTti, ke gekamaradc）j, mai* 
kontentaj, ke nia afero ne pli rapide 
progresas, proponis grandajn ideojn, 
faris diversajn provojn por la plivig
ligo de nia movado kaj po6t kelka 
tempo forlasis nin> Tro grandaj estis 
iliaj esperaj, tro granda la entuziasmo 
kaj ankaŭ por tio netolerebla la kru
da realeco, kiu postulas neŝanĝeblan 
paciencon kaj persistecon en la laboro 
por nia bela celo.
—............... ••：....... ....... 一……..
real igo 賓現〇 revo 夢想〇 oni kvazaŭ sentas 
en si iom ......... en niaj koroj 吾々（戈 majstro

（Zamenhofの事）の持たれた非常な熱意Cent— 

ziasmo）ご信仰の火が今なほ吾々の心の中に 

死にもやらすに生き生ĝざして居るのも感す 

る様な氣がする。Ne ĉiu sukcesas誰も彼も 

が此の火も守り終ぼせみのではない。en mu- 
ltaj=en multaj homoj0 post bela … 美しく ノヾ 

シミ燃ま上（ekflam•诲〇）った後に消まてしま 

ふ。post-Ias-ante 後へ遺して〇 pli vigl igo 促
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Por tio: Ni gardu nin, por ke nia 
entuziasmo kaj volo ne superu niajn 
fortojn, ni estu konsciaj, ke nur daŭra 
kaj diligentega laboro povas antaŭen
igi nin. Sed estas ankaŭ aliaj kanzc/j, 
kiuj malhelpas, ke nia movado tiel 
fortiĝas, kiel oni povus rajte esperi 
laŭ la nmitaj vendataj lernolibroj kaj 
la ĉiam kreskanta nombro de intercs- 
uloj: . .

Esperanto ja certe estas lingvo pli 
facile lernebla ol iu el la naturaj ling
voj, sed tamen, ĝi volas esti kaj estas 
"lingvo”. Lingvo, kiun oni devas 
lerni, lingvo internacia, laŭ nia dezi
ro post la gepatra lingvo la lingvo 
por ĉiuj; lingvo, per kiu ni volas 
havi la eblecon kompreniĝi kun ciuj 
nacianoj, esprimi ĉion, kion oni povas 
esprimi en iu ajn lingv〇. Oii tio ne 
estas la plej granda, kion oni povas 
postuli de lingvo ? Ĉu tio ne entenas 
parton de nia tiel entuziasmiga ideo? 
Ĉu tio ne volaras； ke ni serioze studu 
ĝin, por ke ni ankaŭ per propra, 
vastampleksa uzado povas montri la 
ĝustecon de niaj asertoj ? Sajnas al 
mi, ke oni ne devus iri al Esperanto 
nur kiel al ludajo aŭ al amuza ves
pero, sed kiel al laboro, kiu portas 
en si mem la eblecon al la " bela 
sonĝo de F homaro al la realiĝo
de niaj grandaj finceloj. Ne tio estas 
la demando, en kiom da tempo oni 
povas facile lerni Esperanton； en kia 
grado oni jam povas uzi ĝin, sed en 
tio, ĉu ni bone komprenas la grand
egan gravecon, kiun povas havi

••■■■■■■■■■■・み
進〇 ne-toler-ebla 我慢のならぬ〇 kruda real

eco 生々しい現實〇 pacienco忍耐〇 persbtvco 
不撓不屈。••••▼〇1〇 ne superus.(熱心ミ)意志 

ミが吾々の資力以上に越丸ない様に。antaŭ- 
en-igi 押し進める 〇 estas—-aliaj kauzo), —de 
interesuloj講習用書が澤山賣れたりEsp.に興 

昧む寄せる€のが絶ます殖丸て行く事から當 

然望み得る程に我々の運動が强固なIのにな 

って居ない原因は他にもめる。ge-patra lingvo 
母國語。en-tcnas含んで居る〇 vastampleksa 

peranto por nia estonteco kaj de kia 
granda graveco estas nia tasko, meti 
ĝin en la servon de la internacia 
proletario •

Ni do havu la ĝustan entuziasmon 
kaj firman volon unuavice mem ĝis
funde lerni Esperanton kaj per nia 
diligenta laboro doni la plej bonan 
ekzemplon por la seriozeco kaj eston- 
teco de nia movado>

Pri la neceso de internacia mond- 
helplingvo ni ja ne bezonas paroli, 
sed ĉar ni tinn ankaŭ jam posedas, 
ni nepre ne povas kaj devas atendi, 
ĝis la lernado de Esperanto estas ofi
ciale rekomendata de ĉiuj el niaj aŭ
toritata tuloj, grandaj kaj malgrandajn

Nia devo rilate al la lingvo mem, 
sole (stas—kiel k-do Prof. Simon 
lastatempe tre prave skribis一resti 
fidelaj al la fundamento， gardi la 
karakteron de Eepcranto kiel inter
nacia, simpla lingvo por ĉiuj, kaj se 
ni ankaŭ ne povas postuli, ke ĉiuj 
gekamaradoj lernu Esperanton, ni 
tamen certe rajtas postuli, ke oni ne 
malhelpu nian grandan kaj malfaci
lan laboron per ĉiamaj 作e川 knj “ec(P, 
penante kaŝi tiamaniere la fakton, ke 
oni mem ĝis nun ne trovis la tempon 
por serioze okupiĝi pri la tuta dem
ando de mondhelplingvo aŭ k)oni 
jam estas tro oportuna por tio

Ni do ne lasu influi nin per tiaj 
kamaradoj kaj estu konsciaj, ke nia 
tasko esias la plej bela sed ankaŭ la 
plej malfacila, nekomparebla kun 
aliaj movadoj. Ni iru rekte kaj kuraĝe 
nian vojon kaj se ni pacience kaj seri
oze laboros, la sukceso certe estos nia!
,二・・一....
廣大な〇 aserto斷莒。Ho-ce1o究極の目的〇 

meti en la servon 役に立てみ〇 ĝisfunde 徹底 

的に〇 oficiale rekbmend-ata公式に推舉され 

f：8〇 aŭtorftat-at-alo權威も賦與されたもの。 

rii tamen certe rajtas •-说面目に國際補助語 

の問理に携はる暇しむかった事實を何さかし 

て隱さんが爲にいつも「若しし」さか「然む乍 

ら」ミ云ふ言葉加以って吾々の困難な仕事も 

妨げもべからすき要求すおだけの權利はめる 

のだ。
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NIA JAPANA AMIKO

"Intcramikiĝo 仏li&g&s la Jioiuojii 
kaj Esperanto estas la vojo al ĝi • ” 
Tiu ĉi sentenco fariĝis vero, post ki
am mi interkonatiĝis kun la Japana 
marista oficiro Joŝifuĝi Oba cu Vla- 
divostokot

En militkaptitejo ĉe llabarovsk en 
Siberio mi lernis Espera nton kune 
knn kelkaj kamaradoj・ Per la helpo 
de eksteraj samideanoj cl diversaj lan
doj, kiuj sendis libreca kaj gazetojn, 
la esperenta afero prosperis enla milit
kaptitejo kaj heligis iom la malĝojan 
vivadon. Tie ni havis nur internan 
esperantan movadon, de la cetera 
mondo ni estis kvaz:iŭ fortran&taj・

En printempo 1920 ĉiiij militkapt
itoj estis transportitaj al la ĉirkaŭajo 
de Vladivostoko, kie ni jam ĝuis pli 
da libereco. Vizitante la urbon mi 
sciiĝis ke sur la japana mili总ipo 
{c llizen " ekzistas ankan esperan tisto 
inter la oficinoj. Kompreneble tuj mi 
direktis letereton al li kun la peto, 
ĉu li konsentas intcrkonatiĝon< Anko
raŭ la saman tagon mi ricevis leteran 
respondon plej afablan kun invito al 
la ŝipo. Kia ĝojo emociis min per 
tiu invito! kvazaŭ mi estus antaŭ
sentinta, ke plej bona amikeco ko- 
menciĝos •

La 24an de Aprilo 1920 laŭ la 
invito mi venis kune kun hungara 
kamarado al la granda japana milit* 
ŝipo kaj parolis la unuan fojon kun 
leŭtenanto-komandanto Joŝifuĝi Oba.
■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.■■■■

〔吾々の日本の友人〕異國にめって故大場 

嘉藤氏の計也聞いた填太利の同志sinner氏の 

追憶に滿ちた手紙。

【註】inter-amik-iĝo 交友。inter-kon-at-iĝi 

識り合ひになる。milit-kapMt-ejo捕虜Jfe容所。 

cetera mondo 外界〇 for-tranĉ-itaj 切り取られ 

て C まふ〇 milit-kapt-ito 捕虜〇 ĉirkaŭ-ajo 郊 

外o- milibŝlpo 軍艦。konversacio= inter-parol- 

ado0 ambaŭ flanke 兩方共にo vort-ŝpar-ema 克 

言か〇 Fari grandajn vortojn—大きな事な云

Oskar SINNER, Aŭitra majoro.

Tre ĝentile S-ro Oba akceptis nin. 
Li rakontis, ke nur antaŭ 5 monatx)j 
li komencis lerni Esperanton, sed li 
estis jam sufiĉe sperta. Ni interkom- 
l^reniĝis dum nia konversacio tre tx)ne, 
kio kaŭzis ĝojon ambaŭflanke. Iom 
vortŝparema estis ĉiam amiko Oba 
kaj ĝenerale li estis simpla laŭ sia 
maniero. Fari grandajn vortojn ne 
estis laŭ sia karaktero. Li e«tis la 
malo de faufaronistoj, . bonfarantoj 
laŭbuSe. Vortojn li ŝparis, des pli 
malŝparema li gastigis nin en la ofieir- 
manĝejo sur la sipo. Neniam mi fc)r- 
gesos tiun tagon, ĉar post. longa milit
kaptiteco, ĉiam pritraktata malamike 
de la ĉirkaŭanta mondo, la unuan 
fojon mi estis akceptata plej amike 
de a militisto malamika

Post tiam sufiĉe ofte mi vizitis la 
novan samideanon japanan kaj cl la 
reciproka simpatio estiĝis baldaŭ vera 
kaj bona amikeco. Ankaŭ amiko Oba 
vizitis la samideanaron en la milit
kaptitejo ĉe Pcrvajarjeĉka apud '\ Ia 
divostoko. Tiam kunvenis samideanoj 
japana, germanaj, rusaj, ĉekiij, hun
garaj kaj unu el Litovujot Malgraŭ 
la diverseco de nacioj, ni amuziĝis 
kaj konversaciis per Esperanto, kva
zaŭ ĉiuj estus venintaj el la sama urbo.

La tempo de 1? adiaŭo al proksi m ・ 
iĝis. Ija longe sopirita tempo de P 
hgmenvc)jaĝo alvenis. Ĉu vi, kara 
leganto, opinias ke grandan ĝojon mi

■■■■■■■■■■ * • ■ • ■■■■■■■
ふの(［彼の性格に合(エない〇 malo de fanfaron- 

isto 自慢屋の反對〇 bon far antoj laŭ-buse ロ 

先きの善行家〇 Vortojn li ŝparis, des pli •… 
彼は莒葉二そは杏んff(ŝpari)がそれだけ一層 

我々も遇する事(I mal-ŝpar-emaであつ化。 

oficir-manĝ-ejo 士官食事室〇 pri-trakt-ata 遇せ 
ちれた〇 akcept-ata plej amike-- 敵の軍人か 

ら最し親しく歡迎された。amuziĝis打ち興 

じた。adiaŭo別れ。sopir-ita tempo待ち焦が 

れ讥時。hejm-en-vojaĝo 歸國の旅。hejm-en- 
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sentis tiani? Ne,, tute ne, granda ne 
estis mia ĝojo. Pli granda eĉ estis la 
timo al la hejmenreveno・ Mia hejmujo 
estis venk让切 dezertigita per ĝenerala 
malsato, mia profesio kiel oficiro estis 
perdita, inia patrino plej amata mor
tis intertempe pro tro granda ĉagreno 
kaj malsato； mia frato estis mortinta. 
Kiel mi revidos mian hejmiijon dis- 
«iritan ?

Des pli malfacile mi adiaŭis mian 
karegan amikon Oba. La 24an de 
Augusto 1920 ni enŝipiĝis sur la ŝi- 
pego a Prasident Grant^. Kelkaj cent 
nietroj disigis nin de la japana milit- 
sipo a Ilizen. v Svingante tuk（）jn mi 
kun kelkaj kamaradoj adiaŭis la japa
najn oficirojn sur Hizcn, kun kiuj mi 
estis interkonatiĝinta per amiko Oba. 
ヽ espere nia ŝipo ekveturis. Post kvin
dektaga veturado trapasinte Hindu- 
jon ni atingis Triest.

Nun duona mondo disigis min de 
P kara amiko japana. Kompreneble 
ofte leterojn ni interŝanĝis kaj daŭr- 
igis tiel nian amikecon. Kaj jen la 
helpema amikeco de Oba : Iun tagon 
surprizis min altvalora angla mono 
sendita al mi el Japanujo kaj de 
amiko Oba mi ricevis leteron, en kiu 
li skribis, ko li legis en Ĵurnaloj pri 
la ĝenerala mizero en Aus trujo, kio 
decidigis lin, helpi al mi laŭpove. 
Ĉu ekzistas vera amikeco ?

Pos t ヾ igi a korespondado ĝi subite 
interrompiĝis, nenian leteron rni rice
vis plu. Jam mi timis, kc mia amiko 
ankaŭ pereis dum la granda tertremo 
en Tokio 1923・ Vane mi atendis

•■■■■■■■■■■■■••■■■•■•■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
re-veno 歸國〇 hejm-ujo 故國〇 estis venk ita 打 

ち頁かされた。dezert-ig-itaC 一般的飢鉞で）荒 

廢に歸した。interfempeその間に。dis-ŝir-itan 
支離滅々の。Des pli mal-facileそれだけ一層 

苦しく。enŝipiĝis乘船した。dis-igis引き離 

し/;〇 du-ona mondo 地球の兩半球〇 alt-valo
ra 多額な〇!aŭ-pove出來るだけ。inter-romp- 
號ら中斷匸t:〇 ter-tremo地灑。sci-igo知らせ。 

morte malsaniĝis濒死の病にか、って居た。 

ŝat-ata familioこのŝatata で云ふ字任日本 

sciigon. Leginte malgrandan anoncon 
en la Ĝeneva gazeto a Esperanto 
mi skribis leteron al s-ro Jukiĉi Ja- 
suda kun la peto, laŭeble akiri al 
mi ian sciigon pri mia amiko Oba. 
Baldaŭ mi ricevis afablan respondon, 
sed jen la sciigo : Amiko Oba morte 
malsaniĝis-Tuj mi skribis laŭ la nova 
adreso kaj sukcesis ricevi ankoraŭ du 
aŭ tri leterojn de mia amiko, ĝis 
antaŭ unu monato la sciigo pri la 
morto de mia neniam forgesebla ami
ko atingis min.

multe mi perdis, mi perdis efek
tive mian plej bonan amikon- Pli 
multe perdis certe lia ŝatata familio. 
Kiom perdis la esperantistaro kaj lia 
hejmujo, pri tio mi jam legis en Revuo 
Orienta, kiun afable sendis al mi sam
ideano S-ro Jasuda. Grandan dankon 
al S-ro Jasuda, kies kompleza servemo 
ebligis al mi ankoraŭ mallongan in
terrilaton kun mia amiko antaŭ lia 
eterna adiaŭo.

Plej sinceran kaj koregan bedaŭron 
mi esprimas al la estimata edzino kaj 
al la infanoj de S-ro Joŝifuĝi Oba, 
al la ŝatata esperan tistaro japana kaj 
al la oficiroj japanaj, kiuj certe perdis 
unu el la plej bonaj kamaradoj.

（N-ro 53, Schonbruniier-Alle, Wicn 
XII..........9-majo,1926）

亠 ー亠_—_亠-—ー亠_ へー亠一ー〜ー〜

感 謝.’メ 

故海軍造機人尉工學士用淞英氏の愛 

藏のエスベラント書籍三十三部遺族の方 

より學會文庫に寄贈されました。紙上に 

於て厚く祖禮中し上げます。

語の手紙で貴冢益々御淸榮の段の貴に當み。 

例:Mi petas vian bonkorecon sendi al mi Is 

ŝataian revuon,貴誌御送り被下度願上候〇 kom' 

p leza 懇切な 〇 Plej sinceran kaj kor-egan 
bedaŭron mi esprimas心からの哀悼の意加表 

す。 _

故松崎克巳君の墓碑醵金は相當の額に 

逹しまLT:〇近々寄附者芳名ね揭載しょ 

す。  -
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TIE ESTAS JUSTO
de Maxim Gorki

Avo Jeremio plenumis sian vorton: 
li aĉetis por Uio paron da ŝuoj, gran
dan veston pezan kaj ĉapon/ kaj ]a 
knabo estis sendata al lernejo. Li iris 
plena de scivolo kaj t imo フ kaj revenis 
insultita kaj malespera, kun larmoj 
en la okuloj ;la knaboj rekonis, ke li 
estas helpanto de Jeremio, kaj komen- 
cis senkompate lin turmenti•

"Cifon-kolektisto! Malbonodora, 
malbonodora cifbn-kolektisteto! ”

Kelkaj el ili pinĉis lin, aliaj eligis 
siajn langojn kontraŭ li, dum unu cl 
ili venis tute proksime al li, enflaran
te aeron, kaj subite, kun grimaco, 
saltis flanken, ekkriante a Kia odor- 
aĈo!”

"Kial ili turmcntas min? " deman
dis li, embarasita kaj vundita・ 
©stas ia malhonoro en ĉifon-kolek t a 
do?”

"Ne zorgu,リ respondis Jeremio, 
karesante la kapon de la knabo kaj 
kasante sian vizaĝon de la sercantaj 
kaj dernandantaj okuloj de sia neヾ〇・ 

"Ili tion faras nur el petolemo- Ne 
zorgu, estu paeienca- Ili kutimiĝos 
al vi, kaj vi ankaŭ kutimiĝos al ili. ”

"Sed ili mokas miajn ŝuojn kaj 
veston. Ili diras, ke ĝi apartenas al 
iu alia bomo kaj estas trovita el |x)Iv- 
kesto. ”

Avo Jeremio, gaje palpebrunmnte, 
ankaŭ lin konsolis :

〔正義はそ;に在り〕

【註】plen umis sian vorton約束も果した。 

paron da ŝuoj 靴一足。scivolo 好奇心。re- 
venis insult-ita kaj mal-espera 馬鹿にされが 

っかりして歸って來ア:。senkompate苛借す 

お所なく〇 ĉifon-kolekt-isto 屑拾ひ。malbon

odora 惡臭芬々了:み。en-flar-ante嗅ぎ込んで 

kun grimaco 辈面加して〇 saltis flanken 飛び 

のく。ne zorgu氣にかけるな。petol-emo惡 

戲氣。kutim-iĝos 慣れる〇 ĝi apartenas al •-

trad< de Kikuzawa«Sueo・

“ Toleru tion ! Li elkalkulos ĝin ； 
tiel Li faros, karulo. Estas neniu 
escepte de Li•リ

La maljunulo rakontis pri Dio kun 
tia ĝojo kaj kredo en Lia justeco, 
kvazaŭ li scius ĉiujn pensojn de Dio 
kaj estus sendinta ĉiiijn Liajn intenco- 
jn> Kaj la vortoj de Jeremio ŝajnis 
estingi la koleron en la koro de Ia 
knabo, sed sekvantan tagon ĝi ek
brulis kun renovigita forto.

Uio kutimiĝis rigardi sin kiel unu 
gravan homon, ĉar li estas kun lalx)r- 
isto; eĉ Savclo, la forĝisto, parolis al 
li bonfareme, kaj tamen la lernante^ 
ridis kaj mokis lin. Li ne povis kon
tentiĝi je ĉi tio; kaj tago post tago 
lia ĉagreno kreskadis pli forte kaj 
engravuris en lia koro kaj menso pli 
profunde> Iri al lernejo fariĝis al li 
peza kaj malagrabla tasko. Li sin
tenis tute aparte.

Guste de la komenco li altiris la 
atenton de sia mastro per sia klereco, 
kiu montris lin kiel ekzemplon al 
aliaj knaboj, kiuj metis lin en pli 
malbonajn kondiĉojn ol antaŭe. Sid
ante sur la plej antaŭa benko, li sentis 
malantaŭ si siajn malamik()jn; dum 
ili, havante lin ĉiam antaŭ siaj oku
loj, zorgeme observis ĉion, per kio ili 
povis turmenti lin, kaj ili ĉiam tion 
daŭrigis.

Jakobo ankaŭ iris al tiu ĉi lernejo 

それは他人の誰かのものだ。polv-kesto 箱。 

Li el kalkulos ĝin神樣が今にすっかり勘定も 

つけてくれる。estas neniu ・そう云ふ二ざな 

すろのは神sekvantan tagon 翌 口 〇 

forĝ isto 鍛冶屋。en gravuri 刻み込む。sin

tenis tute aparte全然人ざ離れて行動のゝ 

kler-eco 頭のいゝ事〇 havante lin •…turmenti 

如少年達4彼をいつも自分の前の所に置い 

て彼を苛める事の出來ちあらゆ为機會を'注意 

深く 覗って居た〇 ne staris alte en la opinioj 
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kaj ne staris alte en la opinio de siaj 
«imklasanoj・ Ili moke nomis lin 
“ safbe M Neatenta kaj malriĉe kapa
bla, li estas ĉiam punata, sed sen 
ia efiko. Sajnis, kvazaŭ li ne rigar
dus, kio okazas ĉirkaŭ li, sed vivad
us aparte per si mem en la lernejo 
same kiel ĉe hejmo. Li havis siajn 
proprajn pensajn kaj preskaŭ ĉiutage 
igis Ilion miri pro liaj strangaj dem
andoj. Unu tagon;li demandis pen- 
seme, elsraŭbante siajn okulojn.

"Ilio ! Kial estas, ke — homoj 
povas vidi ĉion per ĉi tiaj malgrand町 

okuloj ?Tli povas vidi la tutan urbon, 
tutan straton, ekzemple. Kiel ĝi 
jx)vas eniri en la okulojn, estante 
tiel granda ?"

Aŭ vidante supren al ĉielo, subite 
li rimarkis, "Kaj la suno !" 
・ “ Kio okazas pri la suno ?门

"Kiel li bakas !"
“ Ja ? ”
“ Nenio. Cvi vi scias kion mi pen

sas ? Eble li estas la edzo kaj la luno 
estas la edzino. Tial multaj steloj 
devenas !"

Komence Ilio kiel kutime pripensis 
pri tiaj strangaj vortoj, sed baldaŭ li 
komencis sin maltrankviligi, gvidante 
siajn ansojn al okazintajoj, kiuj 
koncernis proksime al li. Estis plena 
do tiuj ĉi okazintajoj, kaj la knabo 
jani eniris en la. kutiman vojon pri
pensi ilin de proksime•ヽ

Unu tagon li revenis liejmen kaj 
aĉe ridante, diris al avo Jeremio: •… 

Kion vi diras al la mastro ?
Hieraŭ la filo de ŝuisto Malafciefb
■••••••••••••••■••••••••■■■■

de— 同級生(sam-klas-anoĴ3仲間で大して問 

題になって居むかつ讥〇 viv-adus aparte 一學 

校でも家でし獨りつ切り別つ子になって暮し 

てろ樣〇 e!-ŝraub-ante siajn okulojn 目もく み 

くみさせて。kiel gi povas eniriざんむ風に 

Iて大きな都や街路が:んな小さな目の中に 

(I入れろんたらう。Kio okazas pri—太陽が 

こう いニミ云ふんだ〇 steloj de venas 7匚から 

澤山の星が生れて來たのさ。okaz int ajo出 

來事。fenestro-vitro 窓硝子〇 sen manĝo 飯も 

rompis frnestorovitron, kaj li nur 
riproĉis lin malmulte kaj pagis por 
nova y让rajo el sia propra monujo.リ

""Vi vidas, kia bonfarema homo li 
estas ! " diris Jercmio ekscitite.

c< Bonfarema, vere! Kaj kiam 
Vanko Kluĉarefo rompis vitrajon, li 
gardis lin sen manĝo kaj tiam veni- 
ĝis la patron de Vauko kaj(liris: 
c Donu al mi kvardek kopekojn por 
la vitrajo. ' Kaj la patro donis al 
Vanko pugnobaton. Tiaspeca homo 
li estas!"

"Ne zorgu pri tiaj afer<)j, Ilcjo.n 
admonis la maljunulo, palpebrumante 
serioze. " Konsideru, ke tio ne estas 
via afero. Elklasigi juston estas la 
rajto de Dio kaj ne la nia. Ni ne 
kapablas・ Ni ĉiam vidas la maljuston, 
sed ni neniam trovas la juston. Dume 
Li konsideras ĉion. Li scias pezon 
kaj mezuron de ĉiuj aferoj. Mi vida- 
dis tiel multajn malbonojn, kc mi ne 
povas kalkuli ĉiun. Sed la bonon mi 
ne vidis. Mi estas okdek-jara. K可 

dum ĉiuj ĉi jaroj okazis nenia bono 
apud mi sur la tero.n

a Bone, taraen,リ diris Ilio, dube
me, a kiel oni devas kompreni tion ? 
Se vi prenas kvardek kopekojn de 
unu, vi devas preni kvardek de la 
alia; tie estas justo !"

御注意

エスペラントに飜謁された顶稿には是 

非ざも氐文も添尢て御送付下さる樣お頰 

ひ致します。又飜譯原作いづれにして© 

難い、字には註なつけてお送り下さい。

やらずに張番なし了:。donis pugno-baton 
なお見舞し7:。Tia specaそんな種類の。E〔・ 

kras-igi juston •…正義も分類するのは神の權 

和で我々の事じゃない。pe^on kaj mezuroa 
神はすべての事な判妙する規矩を知り給ふ〇 

Mi vid-adis >•» kalkuli ĉiun 一つ一つ勘定すみ 

事の出來ぬ位:澤山惡も見て來た。dub erae疑 

はしげに〇 kiel oni devas kompreoi tion —fi 

全體ミ•う考へたらい、んだ。
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SOVAGAJ CIONOJ
((FABELO DE ANDERSEN)) 

野の白烏・ザメンホフ博士エス舉

(10) ffi 弘和操住

"Ni, fratoj,^ diris la plej aĝa, 
"flugadas kiel sovaĝaj cignoj tiel 
longe, kiel la suno staras sur la 
ĉielo; kiam ĝi subiras, ni ricevas 
returne nian homan formon• Tial 
nia ĉefa zorgado devas konsisti 
en tio, ke en la inomento de la 
sunsubiro ni havu sub niaj piedoj 
firman grundon, ĉar se ni tiam 
flugus ankoraŭ inter la nub(y, ni 
tiam, kiel homoj, devus falegi 
malsupren.

『私たち兄弟は』ミーばん上の〇 plej aĝa) 

わ兄樣がいひました。『扫日樣が空に出て。ろ 

回E(tiel longe, kiel)野の白鳥になって飛ん 

でゐるが、おH樣が沈む(subiras)さ、またもご 

の人問のキに(fbrmon)かへちの/f(^ricevas re- 

tume)。だから私たちはお日様の沈む頃足を 

ミめろしっかりした地面(firma grundo) 見 

つけるのが大した苦勞(Ocfs zorgado)だ〇何 

故ってなほ®(nuboj)の間か飛んでゐやうI 

のなら、その時は人間になっちゃって渕逆樣 

に落つ二ちむければならないもの。

la plej aĝaの後には勿論fratoか省略され 

てゐろ。
tiel longe, kiel”・の限り(±〇

［例］Tid longe、kiel mi vivjs, mi resta? via 
fidela servanto.命のおる限り(生きてゐ 

为限り)私仕わか讥の忠實な僕です。

la suno staras sur la ĉielo. 「太陽か天上に

.立ってゐろ」が直譯。赫々たる太陽の空 

に力rれるむ擬人してstarasミいふ語を 

使ったのでわらう。［參考］Sur la "elo 
staras la bela sun〇. (Ekzercaro・ § 10)

returne後へ、引き返1て、逆に〇

nia ĉefa 一・・en t:〇直譯すれ|工「我々の主 

な氣遣ひはtio Cke以下を受く;?にめら 

らぬ」。

(
Muziko ne konai stas en sola frapado de 

klavoj.音樂"I單に鍵盤なた、く二ざ 
のみではない。

La jaro konsistas el dekdu monatoj. 一年(I 
十二月より成る。

falegi malsupra n別に二の中に「泡逆様」に 

相濫する語厲ないが 間咖の現任す强い 

意昧な出さうさし7:まで、あろ。

Ĉi tie ni ne loĝas; transe de 
la maro troviĝas lando tiel same 
bela, kiel ĉi tiu ； Ia vojo ĝis tie 
estas granda, ni devas transflugi 
la grandan maron, kaj sur nia 
vojo troviĝas neniu insulo, sur 
kiu ni povus pasigi 】a nokton. 
Nur unu sola roko elstaras meze 
de tiu vojo; ĝi estas nur ĝuste 
tiel granda, ke ni povas ripozi 
sur ĝi dense 
Kiam la maro 
tiam la akvo 
nin ; malgraŭ 
kas Dion pro

flanko ĉe flanko, 
estas maltrankvila, 
ŝprucas alte super 
tio ni t amen clan- 
ひ

私たち任二、に住んでゐみ(10創めので任

ない〇海の向ふに(transe(;ela maro)

ご同んじI二美しい國がちち。そ二まで行く道; 

3 vajo ĝis tie) (tfiいのだ。私たちは犬きな 

海む飛びこさ(tra学flugi)*;ければなら)〇。そ 

して途中に［I(sur mia vajo)夜も明かす(pasi- 

gila nokton)島(insulo)もない〇たった一つ 

きリの岩Cnur unu sola roko)がその道の中ほ 

ヨに(meze) 丁度(guste)突き出てゐて(ebta・ 

ras)・それtt私たちがぎっしり(dense) くっつ 

きわって(flanko ĉe flanko)休め(i•:pozi)あ位 

の大きさかんだ。海が荒れて(malt.ankvila) 

ゐち時は.水が高く私たちの上にかぶさって 

來ち。然Iそれでも私たちはその岩のあるこ 

ミ隹(P" ĝi)神'樣に感謝してゐ3のだ。

S
 Sur mia (revena) vojo de la stacidomo mi 

perdis la monujon.停車場炉ら歸右途中 

で財布を失く cr:〇

Sur mia vojo al la lernejo mi renkonti^ 
S-ron Jamamoto tute n atendite. 學枚 

へ行く途中でひょっこり山本さんに出會 

った。
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elstari「突出してゐる」「ミびだしてゐる」 

［例 | elstaranta frunto おで二 〇

dense「濃く、密に、繁く」。

La patro kaj la filo staris flanko ĉe flanko 
sur Ia marbordo.父ミ子が海岸に並んで 

立ってゐた。 ：

Ni supreniris la monton mano en mano.私 

7:ちは手に手も取って山に登りま い:。

Kiam mi sidis kun li vizago kontaŭ viza
ĝo, mi ne povis lin riproĉi.面ミ向ひお 

ふさ、彼も責める譯に仕行かなかった。

和mci「噴出す、迸(卸)しる」。 

malgraŭ tio「それにも拘らず」〇

Tie ni pasigas la nokton en nia 
homa formo; sen ĝi ni neniam 
povus revidi nian karan pai ruĵon, 
ĉar du plej longajn tagojn de la 
jaro ni bezonas por nia transflugo. 
Nur u nufojon ĉiujare estas al ni 
perniesite viziti nian patran hej
mon. Dum dek unu tagoj ni 
havas la permeson resti ĉi tie, 
flugi trans ĉi tiun grandan arba
ron, rigardi de tie la palacon, en 
kiu ni naskiĝis kaj kie logas nia 
patro, vidi la altan t uron de la 
pr^ejo, en kiu estas entombigita 
nia patrino・

そ：で私たち(I人問の姿になって(en nia 

homa formo)夜を明かすの代。若しそれも 

Cgi =la ioko)むければ私たちは好きな故郷 

Cnia kara patrujo)ね二度ミ見る(revidi) ・ ミ 

が出來ないだらう。むにしろ(&r)そ二まで 

飛んで行 く に(iCpor nia transflugado)-年中 

でーばん長い日が二日しか\るんだ(小bezo

nas) t の。每年(iiujare) 7:った一度だけお父 

樣の家に行くこさが許されてゐみのだ(estas 

al ni permesite) w私ナ:ちは十一日間コトにま 

£まり、この大きな森む二へ、そ二から私た 

ち力丫生れ(nask険2父様の住んでゐらっし 

やる邂殿な眺め、お田:標の埋められ 

主(entombigita)^C^(preĝ jo〕の高い罐(iuro) 

も見る二ざが出來ろのだ。

patr-ujo 祖國〇

estas al ni perme ite viziti.直擇找「訪ISI 

すろ二さが我々に許されてわる」。per
mesite ミ"e"を使ってめる二ざに注；® 

され了:い。

en-tomb-ig-ita, tombo,墓〇 全體で「墓に入 

れられたる.埋められ讥る、塌葬された 

・る」。

•—［以下次號］—

TRA LA MONTKURBAJOJ
[EL BULGARAJ RAKONTOJ]

La agrabla manĝado antaŭ la 
agrabla vojaĝado igis min tto 
amikema kaj konfidema. Mi 
ekdeziris regali la simpatiajn 
samlandanojn de Dante kaj Pet
rarka per glaseto da vino.

心地よい(agrablaj旅行を前途に控へて心

地よい二の食事〇期でado)は私も過度に(tro) 
打ち过けさせ(igis amikema)又人も信じ易＜ 
させた(igis konfidema)〇私(Iこのタ“ンテや 

・トラルカミ同じ魂を持つT： (simpatia)同國 

人Csan?］and,anoj)|l—杯のCgras^eton da)酒花 

振舞ひCregali)度いミ云ふ氣が起った(ek\k・ 
mns)〇
註:simpatia, simpatioミは趣味や意見を同

一譯註

じくして居て二人の間に生する同じ樣な性質 

な云ふ、從って共嚥、同情、同感の事・Csimpatia 
li simpatioを生ぜしめる或はsjnpatioも有 

するの意でめる。

Sed unu cl miaj amike)］ paJpe- 
brumis al mi kaj murmuretis : 
—Kial vi lx)zonas tto】】1 Ne 
komunikiĝu kun ili •… 
—Kial ? 一clemandis mi per unu 
sola rigardo.

所カ『(sed)私の一人の友逹(umi el miaj ami
koj) は私に目くばせして(palpebrumis)囁い 

た(mu：mur'etis)
「なんだって(kial)そんな必要がめるのだ 

(Vi bezonas tion)〇 あいつ等さ &un ili □加
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3いちゃいけない(ne komunikiĝu)〇」

「何故さ」私はちらつミ(unu sola rigardo)目 
で問ふた(demandid per rigardo)0

註:palpebrumi, palpebro (! 眼瞼，palpebr
umi は目瞬(まばたき)する.目で合圖もした 

のj:〇 komuniki或る場所から他の場所へ又或 

人から他の人へ物(有形物無形物)む傳へあ。 

komunikiĝi二者相通じて居る關係がめ れ閲 

脚するの总;、demandis per rigardo 口に出して 

‘ RJふたのでなく、目がものを云つア:のでめる。

—Ili ne estas puraj homoj--ŝajnas 
al mi, ke mi ilin konas,—aldonis 
li mistere. 二

Ree mi lin ekrigardis ne kom
preninte・——Ni iru -- por ni tie 
ĉi ne estas loko,——diris li mal- 
t ran kvile ・
—Cu vagistoj ? — mallaŭte de
mandis alia knnnlo・
—Pli, pli ol tio •…ekmurmuris 
la unua・

r ・「ちいつ等“了:ヾの人間(pura homo)じゃ 

ない。・•・・・•・・ミ•うも僕は彼奴等花識ってる樣な 

氣がすみ」过彼厲日くあり氣に(mistere)付け 

加へた(aldonis)。腑に落ちないので(ne kom
prenante) 再び私“彼に目も向けた(ekrigar
dis) 〇

「出かけやうCni iru): v (XCtie Ĉi)僕等の居 

Z所(loko)じゃない。」彼は不安相i：CmaFtra- 
nkvile)云った〇

「浮浪人(ヾag'istoj：かいJ低聲で(maVlaŭte) 
< 一人の同僚(alis kunflo)が尋M 7：(demandig)。

「ミ•うして、こうして.それ所か(pli 〇!tio) 
—」さ第一の友がさゝやいた。

註:pura homo, puraさは交りつ氣のない 

殊に汚濁のない純粹無垢なのを云ふ。homo 
に找純粹も不純粹しないがこ、のpura仕人 

間らしい人間の意味でい。mistere神秘的 

に、何かめる物が奥に隱されてわあ樣に。por 
ni tie Ĉi ••……吾々の居るべき場所ではない 

(ne taŭga loko)の意。pli ol tioそれより以上〇

Tiu ĉi okazo malheligis iomete 
mian gajan humoron・ Ni leviĝis 
kaj komencis pagi. Kiam antaŭ 
la drinkeja stablo mi malfermis 
mian monujon, unn cl la fremd
landanoj, la blonda, mi ne scias 
kiamaniere, troviĝis tie ankaŭ; 

mi rimarkis, ke li sukcesis jeti 
rapidan rigardon al la ormoneroj, 
etendante sian manon por preni 
cigared pa peron de la breto pen- 
danta super Ia stablo.
この出來を(okazo)耳自分のはしゃいた氣牙 

(gajan humoron)少 Lばかり喑く 1 ĵ：(maF- 
hePigis)。吾々仕立ち上って(levi寧、 金む拂は 

うこい:。酒場の塞(stablo)の前で私が財布 

(monejo) 4»¢)け 了:時・例の外國人(fremd，Ian<F- 
anoj)の中の一人、金髪の方の奴(la blonda) 
がごう云ふ風にしてかわからないが矢張そ二 

に來て居た。そして二の臺の上に吊りFって 

居i(1endenta)棚(br€to)から紙卷の紙(ciga- 
red^papero)もミもために手も伸ぱIながら 

(etendante)彼仕うまうまさ私の金貨(or'monm
ero) 素速く見てミ〇/:(sukcesis;事に私は氣 

がつい'/1:(lim arkis) ・ゝ

註:okaze出來事の总味でわるが轉通(エ 

okazintaĵo 或(ヱ okazaĵo ざ云ふ〇 gaja humoro 
浮も浮きした氣分、Li estas en bonaĥumdrd 
奴は上氣嫌、Li grumblas en malbona humoro 
不氣嫌にぶつぶつ云ってみ〇 stablo仕事臺、こ 

\では勘定臺であらう〇】a blonda=brondulo. 
une ¢1~ご同格語〇 mi ne scias ~ごう云 

ふ風にしてやって來たかわからわが(ミもか 

くそこに居ア:)ミ云ふ挿句。sukcesi ĵeti, suk
cese jetisの樣に譯す方がよい半がわ"Li 
sukcesis ensteli en la trezorejon まんまミ賓 

藏に忍ぴ入つ讥。jeti rapidan rigardon直譯 

すれば、素早い視線な投げち。例:Sur strato 
li ĉiam jetas rapidan rigardon al belulinoj・

Tiu ĉi lia movo ebligis min, 
miavice, rimarki sub la malfer
mita jako la kapetoj n de(lu re
volveroj kaj la blankostan tenilon 
de unu ponardo.

彼の二の動作(movo)が、私の方から云へIて 

(mia、ice).その明けけだかった上着の下に 

二挺のビスト^(revolveroj)の筒先き(kapeto) 
ざ一本のドス(ponardo)の白骨^blankvostan) 
の柄(tendlo)を見させたのでおつ了:。

註:movo ebFig^s min rimarki 動いたお 

蔭で氣がつく二ミが出來たのだ。かくの如く 

エスペラントでは無形物でも歳志めみ如く生 

物花驅使すろニミに注;意C Liii prudento tion 
malpermesis思慮分別の結果止め沢、La kon
scienco lin ne riproĉas・彼は更心に恥じず〇 

miaMceCfeっち"見せるつもりじゃめるまい 
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が)ごっちにミって“。tegilo刀劍のつか■柄 

杓の柄.土瓶のっち、扉の把手.その他何で 

もteniする賴りになみしの。ponardo短刀、 

猶刀の類に glavo, sabro, Tapiro, spado,等あ 

ちその同異か各自研究されたい。

Tia plena kaj grava armiĝo ee 
malriĉa, piediranta vojaĝanto ne 
estas ordinara afero・ Versajne 
ankaŭ lia amiko devas simili 
arsenalon, se iu forigus lian ĉifo- 
nitan surtuton,—lia vizaĝo ja 
mem perfidas, ko li estas vera 
Fra Diavolo.

買 い、かち步きのCpied^ifanta^)旅人にこん 

む隙のない物々しい 武裝(plena kaj grava 
armigo)ミ云ふ事任た£事でない(ne ~ ordi
nara afero)。てっきり(verŝajne)その友達の 

方の奴もぼろぼZ>の洋服(ĈiforVita surtuto)を 

脫がして(f"'igus )見れば武器庫(srsenalonĵ)^ 
讥いでおるに違ひない。第一その男の顏から 

Iて(ヾizago ja men)、彼が本當のFra Dia
volo でめる事を裏切って居^>Cperfidas)o
註:plena armigo充分かる武裝、例:Ŝi 

parade vestas sin en plena zorgemo.五分の隙間 

tf く着飾ってZ 〇 simili arsenalon武器庫に似 

て居る、武器庫の幼I. homa vivo similas je 
roso sur folio de kreskaĵo 人の命(［草の葉に 

宿ろ露の如し。vizaĝo ja mcin何は过もおれ 

先づ顔自身が。しia ĝojo ja meni pruvas •… 
喜んでるのが何より證據だ。perfidiさ云ふ字 

な活用すあさ中々舔譯に役に立つ、Vis bra
veco perfidis mian antaŭzorgon. 思ふにたが 

ったそなたの雄々しさ。

Do, la singardemo de mia 
amiko havis fundamenton : antaŭ 
ni staris efektivaj rabistoj ! Sed 
nun min timigis pli forte la 
blcndulo ・ 6

さては(do)私の友の用心(sin^ard^mo) L 
根のない事ではなかつ・Tのだ(.havis funda
menton) w 我々の面前!ni)正夙正 

飲の盜賊〔efJUiviij rabdoj)が立って居了:の 

た。し炉し今私を一解强く(forte)恐れさい: 

ものは金髮の方の奴(blord^lo)だった。

註:havi fundamenton基礎さむちべきもの 

(據り所)がめ S 〇 しa fakto ĉiam trompas lian 
parolon, ĉar ĝi ne staras sur fundaniento. 彼 

の話が事實だった事は一度もない。それ过云

ふのも根も葉もない事ばがりだから。efekti- 
"j夢幻ではない實在の.vera事實さ吻合す 

お、作り事ならざる。 f

Ni ekvojaĝis sur la monto・ Ĉe
V unua kurbiĝo ni turniĝis kaj 
kun kontenteco rimarkis, ke ili 
restas en drinkej〇. Hazarde unu 
zaptie-o de F gardantaro fariĝis 
nia akompananto・トltrankviliĝis・

吾々は山にか、ったq最初の曲丫I角(kurt/・ 
诡〇)で昔々は後か振り返り(tumpis)、彼等Ĥ 
まだ酒場に居る事を認て滿足した(kun kon
tenteco rimarkis)。偶然に(hazarde)警備隊 

Cgard, antaro)の一警官が吾々の道連れ(akom
pananto) に なった〇で吾々仁安心したのでめ 

つ 了: (trankviligis)。

註:kurbiĝo曲り角、或任voj^urn^ĝoミ 

も云ふ、十字街は voj^rpc^ĝo, Ini rekto sur 
tiu strato, kaj turniĝu dekstren ĉe Ja fino de 
la strato •… 此通りね》まつ直ぐに行って突き 

當ったら右にお曲りなさい。ni turniĝis二ゝ 

で“曲ったさ云ふ意味でない.後を振り返っ 

たこ云ふ事、又turniを用いて例もろげれば 

Volantoj turnu sin al Ja oleejo、希當者(I 專 

務所に申込みわれ。kun kontenteco — 直譯 

すれば・滿足をもって認めた。これは次の數 

例i同様でめる〇 Li penis ••••やっても 

駄目だつ7:、Vi prave ploras je tio ・•泣く 

のも道理だ.Li saĝe decidis tiel••-そう決め 

たの任利口だ。______________________

La larĝa trapaseja vqjo 血 Tro
jan komenciĝas kaj serj)entas inter 
verda arbaro, kiu vestas la tutan 
monton ĉi tie. Tiqj ĉi densaĵoj, 
des pli altaj kaj gra nda. j, ju pli 
oni iras supren, interbarigas kva
zaŭ du murcj la vojon ĉe ĝiaj 
multaj serpentadoj ・

廣いトロヤンの峠路〔trapas® vojo)はい 

よいよ初って、綠の森Carbaro)の間な縫うて 

居り(serpentas) wその綠の森はそ二の山全體 

も被ふて居丫:。この茂み(densejo)任上れ戊 

上るほミ・(ju P"…."s pli)深くなり又廣\ 

むって宛も二つの壁(du muroj)の樣になっ 

て幾度も幾度t曲ち度に(ĉe ĝiaj multaj se「 

pentadoj)その道沧阻んで居/： (interbatiĝas) 0
註:tr^pas^ejo峠・或は單にpasejoさ云 

ふ〇 serpenti rpenf umi蛇の樣にうれりく 

れ，る、serpentumanta vojo 羊腸の道。denslo 
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茂み・des pli •••• ju pliすればするほビ益々 

もって、ju pli baldaŭ, des pli bone 早けれや 

早いほミ・よい〇 alta高いミ普通譯すが(lensし 
aĵoが高いでは深い二ミである、前月號本誌の 

185頁の雪の降った話に、如何ほど降りい 

ぞミ問へば.されば深さ厲五寸程積りて候、 

その譯に"Kiom neĝis ? n " Nu, 5 山 n' da 
ofteco ffさあちな參照。

En la interno de 1? arbaro 
aŭdiĝis gajaj ruladoj de najtingala^ 
kantoj ・ しa malgrasaj Zagor-aj 
ĉevaloj malrapide, sed vigle paŝa
dis sur la ŝtona kaj malfacila vojo, 
sursemita per profimdajoj, fositaj 
de V pluvegoj.

棵の中からは篤(najtingalo)の歌ふ陽氣な 

尊り(rulado〕が聞龙た。やせĴ：(maFgrasa)ザ 

ゴIル産の馬は運々(maFrapide)ミしむがb 

も活潑に(vigle)大雨の丫:め所々においた穴 

があちこちにあろ(sursemita)石の多い困进 

な道な歩いて行つ化(parodis)。

註:aŭdiĝis gajaj ruladoj = oni aŭdis gajajn 
ruladojn. Ĉ*i vi aŭdas ankoraŭ nenion?くま 

た何も阳まないか)もaŭdiĝiも使って書き 

換へら時は Ĉa ankoraŭ nenio aŭdiĝas ?さむ 

ち事に注意〇 pasadiのpaŝiさpasiを混同 

しないやう|： . tempo pasas時は過ぎ行く、 

liomo pasas 人は步 く 〇 sursemita per •…plu
vegoj も忠實に譯すミ、大雨(pluvego)の爲 

|：JH り返へされ 了:(fontaj)深み(profundajoj) 
でばらまかれた(sur'semata)道。Pitoreskaj 
insuloj sin dissemas sur la maro 海に(I繪の 

梯な岛が點在して居る。〔以下次戟〕

和エス譯準

[その ] 二

1«譯に直譯ミ意譯の二種がめちミ厲睡々人 

の說く處で、その利害得失論に就ても自ら異 

睨があります。が耍すちに原文の意義な出來 

ろ丈完全適確に傅へちニミが飜譯の左命であ 

りまマから、揚合によっては直譯で足りみ二 

さ1おり、場合によっては是非;意譯によらむ 

ければむらぬ二芒もあります。

直譯で事足りる場合に、故らに殂りくミ•い 

莒廻や氣障な言葉逍もすあこざ任・過ぎたち 

事であるばかりでなく.寧ろ飜澤の趣旨に反 

するのであります。

之に反して、怠譯によるに非ざれば原意な 

表し難い場合に直譯に安んずあならば躲譯は 

その甲浚ないものミ云はĥばなりません。

尙ほŬ本語の文脈に(よ特殊の語法がありま 

して、簡易な文章に於きましても絕對に直譯 

加許さり場合が少くないのです。

以下順次に色々の譯例並に簡單な說明を示 

Lますから、字書を參照してそれを御熟韻の 

上上に述べました事も充分に昧て下さるなら 

ば和文エス譯上多少の御參考さいよらうかミ 

考へます。

1. 彼は脊が高い。

2. 彼は臭が高い。

3. 息子が大臣になったので.

彼は鼻が高い。

井上萬肅藏

(1) Li estas alta (altekreska)・
日本語には「彼は」ざいふ主語の外に「脊が」 

ミいふ第二の主語が入ってゐますが、エス文 

に任「脊が」さいふ意味の語を入れろ必要任約 

りません。序乍ら二の場令の「脊」仕dorsoC脊 

中)でなくてstaturo(身長)でおりますから 

御注意。

(2) Li havas dikan (krutan) nazon・ 
この場令b H本語では「鼻が」ミ主語の形に

なってゐますが.エス文では上記の如く目的 

格に〔てhaviの目的語ミするか、若し之を 

主語さすちならば(Lia muo estas dika.)ミ 

すろニミになります。「高い」"鼻の場合には 

altaは不適當でせう。

(3) Tji estas fiera, ĉar lia filo eslas 
ministro.
二の文の「鼻が高い」は意譯です。直譯した 

ので(I分り兼ります。原文の「なった」を嚴密 

にfariĝisご譯Xないでも現にestasて•めら 

过いふ事はその前提ざしてfariĝiい:事は明 

かですから.輕く estasさ譯してー向差支む 

いさ思ひます。原文の経旨の有する處仕必し 

も大臣への移り替りに焦站を置いてゐるので 

なく息了め現在の地位にberecoを惑じてゐ 

ち點にあるのです炉ら。

4.彼は眼が見えない。
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5. 彼は眼が近い。

6.

7.

彼は眼が高い(眼が肥てゐ

る)C

彼は口が驕ってわる。

(4) Li estas blinda・
決して之を(Li ne estas videbla.) fi S* i ® 

1て(Iなりませぬ。それで仕幽靈むどの樣に 

人の眼に映じない;©味になります。ヾ皿さい 

ふ語幹を强いて使はうざすれIXne havas 
vidpovon.)ミしてもよろしいが、ニれは少し 

言ひ過ぎですI、(Li ne povas vidi.)で(［必 

しもblindaであみかどうか分りません、卽ち 

他の原因で見文Q場合をも含み、隨って言ひ 

不足でありませう。過不足な®譯はやはり上 

例の(Li estas blinda.)でちります。或み初學

者の方が「人問には眼が二つあるから、この 

場合のblindaはblindajでなければからぬ 

だらう」さ申した笑話がわりますが■その謂 

れなき事任賢明な皆様には申上げちまでもな 

いミ存じます。

(5) Li estas miopa.
二れも「近眼な」お、ふ意昧の語が旣にめる 

のですから.之も用ひみのが最I適切です。

(Li taksas t rafo ・
l (Lia taksado estas superordinara. 
彼の品定め仕適切であみ(又は「異常であ 

み」)ミいふ意味に意譯しまい:。「高い」な 

alta「肥龙てゐる」をdikaむぎミ直譯し'f:の 

ではさつばり通用致しません。

(7)丄丄】疣lango malestimas (subpre
mas) guston ・
これも意譯です〇或に(Bongusto ne flatas 

lian langon.)さ譯すのも一つの方法かもしれ 

ませんが、これでは「美味にわりつか愉、」さ 

いふ意味に解ぜられろ虞がめります。尙ほ上 

の譯は記者自らI完全な適譯壬任思って居り 

ません。皆様も一つ御考への上、適切な薛が 

出來ましたら御示し下さい。_

8. 氣がきかないな、お前は〇

9. この糊はもうきかない。
はaり ---------

10. 秤器がもうきかなくなった。

11. あれは隨分きかぬ氣の女だ〇

12. この兒はきかな〈て困りま

す。:

(8) Vi, stultulo !
或はstultuloの代りにmalsprituloでもよ 

ろい、でせう。

(9) La pasto jam ne taŭgas.
因にpastoの類語なーニ、amelo (澱粉人 

gluo (廣く粘着性の膠狀物;穆ゝ糊、踽等總て)

(10) La pesilo jam ne funkcias 
bone.

「3かなくむった」の「むった」の心持は伽 

で表しまし〇 ,

(11) Sufiĉe protestema ŝi estas.
場合によっては「孑かは氣」隹obstina, per

sistema で表1てもよいかも知れませんが、尘 

「當らぬ樣にも思へます。

(12) La infano estas embarase (ĝene) 
malobeema ・

副詞をterureに言ひ代へてもよいが、少し 

誇張に過ぎませう。

13.

14.

15.

16.

17.

18.

國によって皆風俗が違ひま 

す。

支那の様な廣い國はまざま 

りがつきっこない。

天に二日なし、國に二君あ 

るべからず。

國のある所必ず法あり。 

今國から電報がありまし亿。 

彼は常陸の國の出です。

(13) Ĉiu nacio havas malsamajn 
morojn.

原文の「國」さいふ語は「國民」ざいふ意で 

す 〇 參照:intemacia, Ligo de Nae町 Sennaci
eco 等。國も民族的實質に着眼匚て云ふ時に

nacioの語も用ひちのです〇

(14) En vasta lando kiel Ĥinujo, 
oni neniam trovos konkordon.

原文の「國・iいふ語任「國土」ミいふ意で 

す 〇 參照:landlim 〇 (國境)、enJancla, ekster
landano 等〇國な地域的に觀察して稱へみさ 

きに!andoの語も用ひます〇

(15) Regno ne devas havi du est
rojn same kiel la ĉielo neniam 
havas du sunoj n.

顶文の「國」の語は「國家」の;就です。參照: 

regnestro (元首)、regnano CA民)等〇 國ん統



225

治主!5ミ見る時にU： regnoの語な用ひます。

(16) Al ĉiu ŝtato apartenas leĝoj.
原文の「國」の語は嚴蜜な意味に於けち「

冢」の意です。參照:Ŝtat-fervojoj （國有鐵道） 

ŝtatisto（政治家）諄。國を國家學的乃至政治學

的槪念さして取扱ふ時に（I ŝtato壬申Iます。

（17） Mi jus ricevis telegramon de 
mia hejmloko.

原文の「國」の語仕「故鄕」の意です。故鄕の 

町の事はhejmurboさ云ひ・外國に居て母國 

ミ云ふさ3はhejmlandoさ云ひます。

（18） Li estas el Provinco Hitaĉi・
原文の「國」の語は國土の小さい區分の意味 

です。

19.あの家はいつも愛想がい、 

ので遂ひ彳亍く氣になる。

2〇.家に歸ってからもう一度考 

へ直して御覽な=い。

21. 學校は家から二十分足らず 

です〇
22.__赛な。しの浮浪人が大勢公園 

 のベンチで寢てゐた。

（19） La familio estas ĉiam gastama 
kaj do ofte mi ekvolas viziti.

「家［は二、では「家族」の意ですからfamilio 
ミするがよろい、。「愛想がい、」（J afabla 
又はbonveniga U でもよいでせう。「遂ひ」 

li ofte M意譯しまい:。vizitiの次には格別 

目的語を置かむくさも前後の關係で明瞭です 

から寧ろ云ひつ放しの方が簡潔でよろしい。

（20） Volu ankoraŭfbje konsideri ĉe 
via hejmo.

「家』］:、では「家庭」の意ですかb hejmo 
か邁常。「考・へろ」（I單に「思ふたいふ慰味で 

むく「考慮」するざいふ意味ですからpensiよ 
りkonsideriの方がよ/>1い〇・pripensiさで 

もすればそれでもよいでせう。

minu-
(21) Al la lernejo de mia domo 

oni bezonas malpli ol 20 
tojn. •

「家」はこ、で任「家屋」の意ですから <!〇山〇

过するがよい。原文は「學校は」ざ主格になっ 

てゐますが、上記の樣に譯す力が容易です。 

又原文に單に「です」さちりますカ・實任「か、 

ろ」さいふ意味ですから、その意味を籠めて 

譯さればなりません。尙ほ〇】4前置詞で（エ 

なく接粮訓でめりまして.20 minutojnは文

法上bezonasの支配も直接受ける譯ですから 

目的格の語尾も落してはおリませぬ。

（22） Multe da scnloĝcjaj vaguloj 
estis dormantaj sur la benkoj en 
la paxko・

「家むし」（エsenhejmajでL通用せり二こも 

めりませんが.この場合は「無宿」.「一所不 

住」の意です炉らsenloĝejajさしました。「家 

むし兒」なごは寧ろsenhejma infanoなヾさ 

云ふ方が適切な場合が多いでせう〇

23.引つ張れば引つ張る程曲る 

ものはなアに。

それは弓に極ってゐるさ。

（23） Kio des pli kurbiĝas； ju pli 
streĉite ? Nenio alia ol pafarko !

24.耳は馬面（つら）は蛙では
: 困り〇（古川柳）______________

（24） Indiferenteco kontraŭ admona 
kaj obstineco kontraŭ riproĉo; 
jen estas kaŭzoj de la ĉagreno de 
lia patrino !

二れは「爲の耳に念佛（馬耳東風）」ざ「蛙の 

面に念佛」この二つの諺をもち•つ沢川柳です 

が、上に之も單なら散攵に譯しました。但し 

二れは唯その內容を傳へみに過ぎまぜん。ど 

心;か之も完全にpesiしrimiして韻攵の形 

I二御萍しになっては如何。

Estranto書きの日本案內記

i道省にては從來英文にてJAPAN i云ふ

寫ぽ入の□本案內記な刊苻して居たが.今回 

右の Esperanta eldono （エスペラント版）の 

必要な感じ、近く本學會に上記英文originalo 
の飜譯委嘱の計畫あみ由。

エス展覽會に就き

今秋人會に際し開かれらエス展覽會の諾材 

料なお貸し下さる樣前號にお願ひ申上げまし 

たが.甚仁殘念な反響しかありません。ごう 

ぞー ・層の御助力なお願いたします。

（學會內.エス展覽密委員.次島義夫）
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時 文 の 究

山 中 太 耶

（（和文エス譯の練習过して時弔文も扱ってみます））

山本內閣の大藏大臣たbし井上 

準之助氏は日本聯合靑年團理事 

長たるこざを承諾した。

【單語】內閣はministraro, ministroは各省 

大臣在•さす〇 ministrejoは各省〇 ministrara 
krizo （［內閣の危機（瓦解の）。內務大臣は 

ministro de F internaj aferoj・ 大藏大臣は 

ministro de V financo. 總理大臣は &f'minis- 
U・〇.聯合はfederacio又はligo.國際聯盟 

はしigo de Nacioj.靑年團は假りにjungla 
asocioざ譯しておきませう。（此の委Iい組 

織を知らぬから。）理事はdirektoro.監事は 

inspektoro.幹事は誓通sekretario.監査役は 

kontrolisto.承諾はkonsenti任普通だが二ト 

では••••たち二さも承認い：も点薛して•…の 

職も一身に引受けたの意加示すpreni —n sur 
sinな用ひる。ニれで全文も譯すろさ。

S-ro Ĵunnosuke Inoue, eks
ministro de P financo ĉe Jama
moto Ministaro, prenis sur sin la 
prezidantecon de V direktoraro de 
Japana Federacio de Junulaj 
Asocioj.

【註］ ekGmmistro 元の大臣〇 prezidant,ec,〇 
は prezidanto ĵ： Z ここ 〇 direktoraro 理事團 

卽ち理事會〇 ［比較:komitato, delegacioの如 

きけ「委員會」卽ち委員全傩の集團をさす名稱 

故委員一人一人をよぶに任komitafanoの如 

＜むろ接尾字む附すのでめち。］內閣の 

意にkabinetoな*用ふる事もある〇

朝鮮總督齋藤實子は昨便ハ時四

十分東京驛より京城へむけ家族 

同伴出發せ!＞〇

【單語】總督はgeaeralgubernator〇がよいミ 

思ふ。普通地方長官（主さして知はguber
natoro でめるが・行政の外|二車務もも統べろ 

ものな》generaPgubernatoroきよぶ〇 （朝鮮總 

督は軍務も統べて仕いないが!i!來軍人が總密 

さして就任社しE多く齋藤于i軍人なみ故。） 

縣はgubernioでめる。お1事に對してprefekto 
さ云ふ語もある.この語から合成して縣を 

prefektejo过云ふ事もちみ〇子増はvicgrafo 
（vicgrafo）でめお〇 gra"oは伯爵でめみ。侯爵 

はmarkizo・男爵はbarono.公爵は國によっ 

て多少異ふ。英國なぎよ比〇む用ふ。grand* 
duko I!大公もさす。日本のけ英語の惯例に 

よればprincoでおる〇併しprincoさ云ふ語 

は皇子や親王ももよぶに用ひみもの故まぎら 

はLいから公爵にはdukoな使った方がよく 

はないかさ思ふ。華族はnobe!〇（一人）。華 

族團任口obel加〇・朝鮮はKorpujo,朝鯨人は

koreo.驛stacidomo.同伴はkun ~でよい。 

京城はKeiĴĜよリ?eou!の方が通リがよい 

がエス綴りにするにはSeuloがよいざ思ふ。

Vicgrafo Minoru Saito, la 
Generalgubernatoro de Korcujo, 
ekvojaĝis de Tokio-stacidomo je 
8.40 h・ hieraŭ vespere al Seulo 
kun sia familio.

第十二回全 中等學校野球大會

の決勝戰に於て靜岡中學大連商

業を一蹴す。

【單語】第~回はミ順序數詞さす 

る。全國任全日本の意故Tutjapanaさす。野 

球はbasbalo.フットホールはpiedpilko又 

（X futbalo.ゴンレフはgolfioも用ふみ人ミ 

golfludoも用ふみ人过めろ。庭球は!aŭnte- 
niso.ホッケーはhokeo.スキーはskio （但し 

靴な云ふ。）でスキー遊は:ski^ufado又は 

skiadoでよかろう。（skio花skioざする人

わり。）スケート靴は翻十如〇 乂はg】it'i:〇で 

スケート戯はglifkufadoでわる。決勝戰は決 

定的の戰故defiahiva bataloさするのが普通 

（fina bataloでも可）。中學校は!iceoが最も 

よろしいミ思ふ〇 gimnazioさ云ふミ七年制高 

等學校に近いようだしmezgrada lemejoで 

は中等學校の意になみし〇女學校はknabina
liceo が よか らん。knabina lern^oさも 云ふ〇 

商業學校はそれからおしてkomerca liceoミ 

する〇 （komerca lernejoは穩當だらうが）。か 

＜liceoも中等學校の意昧まで擴大する二ざ 

には異論が多いかもしれぬが、我球の厚制で 

はこういって差支へないのち•やなかろうか。

一蹴すは単に云ふ事故venkis。
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En la definitiva batalo de la 
XII-a Basbala Konkurso de Tut- 
japanaj Mezgradaj Ijernejoj, la 
grupo de Sizuoka liceo venkis la 
grupon de Dairen komerca liceo.

［倫敦十九日發］一炭坑業者側ざ

坑夫側この交涉は再び決裂し

た。兩者ビも依然ごして讓步を 
拒否せり。〇

【單語】炭坑業者" karb如hfposedSnto・坑 

夫厲 ministo 又（I minUabor^sto,炭坑夫tt 

karbministo, karbo H石炭其他炭類の總稱だ 

が又單に石炭をさす二ミもおみ。石炭は精し 

くいへばterkarbo又はŝtonkarboでおみ〇 

minoは饿坑。曲n旬〇 （［鑛山。交潘は二、で 

は交涉のための會合ミみてkonferencoさす 

ろ。再びはdebove.決製はestis rompita兩 

者ミもはambaŭ.依然さしては普通senŝanĝe 
kiel antaueだがこ、では意譯してobstine又 

はinsisteミしてよかろう。この兩文也一つ 

の複文さして譯すみさ。

Londono, Aŭgusto 19—La kon
ferenco inter karbminposedantoj 
kaj ministoj estis denove rompita, 
ĉar ambaŭ obstine rifuzis cedi unu 
al alia.

政府は窮民保護事業に汲々ざし 

て居るけれざも病者及び老衰者 

に對する保護の途は講じてゐな 

い。

【單語】政府はS Registaro （irgistNで〇）。 

窮民は貧民malriĉuloj又はproletarioj.保護 

す;5任世話すあ意でzorgiが適當か。汲々た 

リは出來みだけの事もしてゐるでfaras ĉion, 

kion ĝi povas.病者は malsanuloj.老裒者厲 

maljunuloj.上の文を意譯してみみさ。

La Registaro klopodas fari 
ĉion, kion ĝi povas, por malriĉu
loj ;sed tute ne zorgas pri mal
sanuloj kaj maljunuloj・

カルカッタ駐剳日本領事は日本

商業の前途に關し稍悲

見をのべ九報吿書を本國政府に 

送達した。

【單語】駐剳"瞽通譯さない。例へば東京 

駐在フィンランド公使ラムステット博士ミ云

2、に D-ro Ramstedtj finnlanda vicambasadoro 
en （又（工 ĉe） Tokio ミ'ĵ る 〇 ambasadoro は 

大使。ambasr.dofejo “大使館。公使はmi
nistro な》用ひみ人もおちがministroは各省 

大臣芒まぎらはしいからvicambasadoro又（エ 

suVambafiadoroミじね方がよいかさ思ふ〇こ

ういふ官職名なミ•"昔からの因襲の久しきた 

め種々雜多になってゐて寧ろ日本語なこはよ 

ほぎ理窟におってゐて却て整理蛙れてゐあさ 

思ふ。代理公使仕英佛語でcharge'（FaHhircs 
さよぶが Grosjean-Maupin氏の佛エス辭典 

には之も譯してdiplomata komisiistoさして 

ゐち（寧ろdip. komisiitoで任なかろうか）。 

領事（エkonsulo.總領事はEfkonsilio.前途 

は未來さ譯したらよかろう。悲觀的（i pesi
mista. 意見（f opinio.報告書はraporto.

Japana konsulo ĉe Calcnttn al 
lia riista ro sendis raporton； kiu 
enhavas lian iom pesimistan opi
nion pri la estonteco de japa na 
komerco en tiu lando.

【註】領事が報告書を送つ方■その報告書の 

中にĤ彼の・・••・・••稍悲觀的意見が含まれてゐた 

ミ云ふ風に譯してないた。

次の時事文を譯してごらんなさい。

Johannesburg—Generalo Sniuts en sia paro
lado ĉe la Urba Halo ĉi tie deklaris ke se 
aŭtononiio de la konfederacio de Suda Afriko, 
knun postulas nuna ĉefministro Generalo Her- 
tzog, sukcesos, tio signifas la detruiĝo de Ia 
Brita Imperio.

Paris—I/Echo de Paris protestas kontraŭ 
la pretendo de Hispana Diktatoro Primo de 
Riverも ke Tangiers devas esti sub la hispana 
regado.

La 24. 5. kuris la finlandano Nurmi en 】a 
stadio de Berlin la distancon de 3000 in. eo 
8 minutoj kaj 25,4 sekundoj. Kun tiu kur
ado li starigis novan mond・rckordom La ĝis- 
nunan havis Wide, kiu kuria la distancon en 
8 minutoj k曲 27. 3 sekundojn
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質 疑
♦ t次の二文章に於て 

て下さい。

kie!の徹味も説明し

（Chibj 生）

め Mi elektis lin kiel prezidanto>
6） Mi elektis lin kiel prezidanton.

◎答a）の場合に（エprezidantoが mi过同 

格ですし、〇の場合にはprezidanton （Ilin 
ミ同格です。めの場合には「私が議艮さし 

て」卽ち「議長たる私が議長の權限によって」 

さいふ梯む意昧です。kiel prezidantoむmi 
の夹に置いて考へるさよくわかります。めの 

場合には「議長さして（の）彼も」の意味です。 

これは Mi elektis lin prezidanto.（彼む議長 

I 二•…）过1て prezidanto も elekti の kom
plimento ざしても盍味に變りおりません〇

♦ 2・次の〇仏简町Vortojの妾別も御敎示下

さい。 （&Q
/ celemon io （bulo （haladzo
［rito \ globo 1 m iasmo

t f intrigo （normo
l komploto {kriterio

◎答め何れも儀式、儀禮等ざ譯匚ますが 

celemonio （エ廣く一般的に四角張った形式（冠 

婚葬祭等の行事乃至社交に伴ふtの等總ても 

含む）な云ひ.nto （X特に宗敎上の儀禮・式 

典花云ひます。めbulo厲單に「塊」さ譯むて 

<よい位で凝り固つア:固體も指し、必むも过 
、のった球形でなく不齊形であってI差支へ 

わりまぜん。（土塊、雪塊、石塊等）globo （1球 

狀な具へた物舫を云ひます。ferglobo等） 

c）何れも錐氣なヨビ譯しますがhabdzo （1燒 

集物から發する惡臭の有毒氣體（例へば塵芥 

燒場、火葬場等に於ける）であり、miasmo氏 

空中に於けち微小なわ有害物で漢語の「瘴癘」 

に當り・多く流行病の淵源もむすもの等を云 

ひます。め何れも際謀ざ譯されてゐ:5梯で 

すがintrigo （I寧ろ奸策さでも課すのが適切 
でせう。卽ち校滑むち計略で人も陷れ女利も 

計ちが如き企てを云びます。komploto （1犯 

罪の豫備ざして牒I合せをする下相談や手配 

も云ひます。（例・阈家顚報の陰謀等）e）何 

れも標準、規準なこ飞譯しますが.normo （I 
物の正規の狀態、卽ち理想に合致ぜろ有榛を 

云ひます〇 （例へばZamenbofの生涯はideal
ista vivoのnormoでめるミ云ひ、Esperanto 
の文法找人造國際語の體系のnormoでちち 

さ云ふが如し〇） kriterioは物の眞僞4»判別す 

あ目安を云ひます。 :

♦ 3- R・0・一月號p・4.右卿Ĵ.2—1 3.のしa

應 答
noktoj estas plenaj de malsataj fantomoj nan. 
のdeは受身の助辭故■他の前置詞（je等）花 

用ふべきではないか。若しdeも生す1きは 

plenigitajミすべ3やう思仁れますが。（亘理 

俊雄）

◎答deは受身の助辭さ極って居りまぜん。 

物の出發點や原因の主髓を表はすごいふ一般 

的の役目を持つ扌:前置詞です。受身の場合に 

その動作の主傩を表はすさいふのtその一場 

合に過ぎません〇 （例、Mi dispelis musojn for 
de la manĝaĵo.［出發點］Ili mortis de mal
varmego. ［原因］等。）それですかf> ;の場合 

に仕deで差支へありません。尤もjeに置 

き代へても勿論結構です。類例、Ŝiaj oreloj 

ekfariĝis ruĝaj de honto.〔質問者へ御詫び〇 

解答者引繼不完全の爲大城遲れて申わけがも 

りませぬ。〕

♦ 4.同上p・5・尢欄下1.-6の!i jai ojの讀 

み方、序に6；%・寒暧計の10。及ぴ零下8° 
の誼み方を。（同上）

◎答1吉 jaroj （X unu kaj duoho jaroj ; 6言％ 

（1 ses kaj duono procentoj;16° （I dek gra
doj ；—8° （t ok gradoj sub nulo.
♦ 5・同上 P・ 7，】・・4 及 5・ Ĉio havas sian meri

ton kaj malmeriton.の sian は二つの語|ニか 

、ち故siajnミすべきもの过思任る。（同上） 

◎答 sian （1 meriton ざ malmeriton の二需 

にか、ろ二ミは榔說の通りですが.二つきも 

無形のIので一つ二つざ數へるべきIのでは 

めりませんからsianで差支へおりません。 

（類例:Li sukcesis pro sia talento kaj kuraĝo.） 
尤も二っね個別的に觀察してsiajnざしても 

誤で任めりません。 … •

同上、p. 9 冇糊 !.12-14. Tre volonte 
si ankaŭ sian duonfilinon aliformigas simile 
al siaj fratoj, en sovaĝan cignon. の siajfl 
Siajの誤に非ずや 又simile al siaj fratojの代 
りにsimile siajn fratojnミしては如何〇 一般 

に副詞+目的格（削置詞省略）は文法上成立 

するや〇例へばrilate al tioの代りにrilate 
tion.等〇 （同上）

◎答siaj （I誤ではめりません。同一文の主語 

卽ちŝiミ同一恤を表すのですから。又山谥1 
siajn fratojnざしてー向差支へありません。 

副詞+目的格の例任いくらでもあります。 

（kompare; k--.^rne la aferon,等〇） 

.7. Tokio, Kioto な何故 Tokjo, K joto さ 

發音通り書哎ざるや。 （同上）

◎答二れは最早慣習によって殆ご磁定した 
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稱呼ミ云ってもよい位で、殊II Tokioの如き 

U internacieに公認せられたものさ見てよろ 

I•いでせう。而らてか、る慣習が自然に發達 

した理由は恐らく Tokioの方がTokjoより 

pli belsonaだからだミ思ひます。形容詞Tokia 
さTokjaさな比較Iて御覽なさい。地名が 

通用の發音ミ違ふ例任Parizo, Nov-Jorko, 
Usono等いくらでもあります。言葉（I或る程 

度までは理屈な超越した約束でめりますから 

永年培厲れて育ち上った慣習には相當敬慰な 

表してkonkordiすみ方がよからうミ存じま 

す〇例へIてdank^I （dankeのeも省略）； 

paŝo post i aso （paŝon post pato が正確）の 

如3程度の非文法はZamenhof始め多くの人 

が用ひ慣れて今で（エー般に使はれてゐます。 

かくて非文法が文法 5り、例外が原則さな 

るさいふ樣なevolucioがpublikeに推移す 

あ二ミが許されねばならぬさいふ事仕!ingvo 
が決して理屈一天張に徹し得り證據で仕めり 

ますまいか。

♦ 8- Stani ato v; Nuntempaj rakontoj, p. 42. 
1・ 7 •…,se mi nur povus foje ĝin malfermi •••• 
0 foje （X iam （en Ja pasinta tempo} Kabe 

の字書に書いてめりますが、西博士譯「心の片 

隅JCp・ち】・］〇）に"「若Iも何時か•…」さめ 

ります。それでよいのですか。（M.T.生） 

◎答fojeは「何時か一度」さいふ意味て•過去 

に限って用ひられる語で任ありません。それ 

が過去の意昧（「嘗て」「何時か」等）になるか 

未來の慙味（「不日・何時か」尊）にな1かは全

の文脈によって決すzの外厲ありません。

日本語の「何時か」の語でい 過去にも未來に 

も用ひられる二过上例の通りです。類例も下

Mi loje vin vidis en Ĥinujo.（嘗て…・過去） 

Mi tre deziras foje viziti Parizon.

（何時か…•未來） 

O 9,同書、同頁1.18. ••- por diveni, kion 
ekzemple li povas kasi de ŝi の ekzemple ミ 

はどんみ意味ですか。 （同上） 

◎答「實例过して」.「實際に」、「果して い 

いふ樣な意味です。（「彼が果して何な隱し得 

る例しがあちかさ““」）西博士譯p. 3,1.-1に

（!「一體」ミ譯されておりますが同じ趣旨で 

せう〇

BIBLIOGRAFIO
（（新著 解題））

♦BENJAMENO P. SMITH, de Everett ヽY・ 
Lord;13X18 cm.; p・18; prezo nemontrita, 
で】d・ de Ernst Fairman Dow,ヽVest Newton, 
Mass., Usono;1926.
来國二宮尊德ミもいふべまペンジャミン•エ

フ・スミス參の傳記でせストン犬學商科學生 

の爲に書かれたもの。貓の標語は勤儉■勇敢. 

勞働の三句にあり.此信念の下に勉勵した同 

翕が如何にして出世したかな世界に示して子 

弟敎育の生きた學問させんさするもの。

♦PSIKIATRIO, monata gazeto pri psikologio 
.kaj neŭrologio, 18x26 cm.; p.16; eid. 213
Doĵunŝataku 丄dogaja, Jokohama, Japanujo,

橫濱に於ける此運動の鬪士たる柴田潤公氏 

其他の方々の作られた燔神病學心理學神經學 

方面の專聞雜誌でめって.柴田氏の熟心な努 

力で謄寫版十六頁ではおろが內容充實した立 

派む雜誌。此方面の寄稿在,歡迎せらち、ミ共 

I二每號一名一部を限り無代にて頤たみ、由。 

（發行所橫濱市井土ヶ谷同潤舍住宅213飲柴 

田潤公） …ゝ，

♦LA FORTA VOKO, monata gazeto eid. en
Danlando; 13x20cm.; paĝo 8; eid. de Paul

Neergaard, Livjaegergade 19, Kohenhavn 〇,, 

Dan mark ・

デンマーク、コペソハーゲンから發刊ぜら 

れア:小雜誌で我誌に交換も求むるミ共に同誌 

が北駅で產聲を擧げた:ミも我邦同志に紹介 

せられたいこおろ。謹で同誌の毀展な祈る。

♦datoj kaj faktoj rri la paca mova
do, de Anna T. Nilsson;11x13 cm; p. 48; 
prezo nemontrita； eid. de la verkistino, Mal
mo, Svedujo. 1924.

平和國瑞典に開催の各平和大會の內容事業 

等の總攬で同國語よりエス譯せるもの。

♦『花束』（詩集）板播鴻氏譯註.四六版九十 

六頁、四方堂出版、定價八拾踐.1926.

啓學エスペラント界の新進の同志板橋氏沪 

歐米各國の代表的約四十のエス語詩も譯して 

最後に註を加へたらもの、谷邦氏の四方堂出 

版エスペラント對譯叢書の第四編。從來の如 

く瀟洒たみ裝釘に目先の變った內容は殊に詩 

集出版物に乏しい我國では蓋I新機軸でお?> 

う各國の粹も集めた『花束』仕板橋氏の輕妙な 

る對譯さ相俟って光彩陸離たるものがある〇
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尙冒頭酋成甫博士の序文は所謂錦上花も添ゆ 

あの感がめろ。

♦KIO ESTAS OOMOTO, esperantigita de T. 
Juri;13x18 cm., p. 55; prezo nemontrita, 
eid. de TenseiAa, Kameoka, Kioto-fu, Japanujo,

1926.
Libreto en kiu ĝenerala koncepto de Oo- 

moto es*as skize skribita. Oomoto estas reli
gia forto nove naskita en Japanlando kaj 
nuntempe internacie disvastigita, ĝiaj deveno 
enhavo kaj nuntempa influo estas detale 
montritaj en tiu ĉi komuna libreto. La es
perantiginto estas S-ro. Juri, unu el la plej 
bonstilaj samideanoj kaj la pleĵ entuziasmaj 
Oomotoanoj en nia lando.

私等の連動を理解し、絕大の助力を與へら 

あろ犬本敎の起原、內容、現伏の一般もエス 

語も以て說明し併せて其主義も全世界に高調 

せられたるもの。譯者は斯界の泰斗由里忠勝 

氏なれば文章は流暢にて一點の批難すべき點 

なく、其內容も所謂宣傳的に流れず冷靜に全 

人類に呼び掛けいきころに眞摯の情が現任 

れてゐみ。宗敎に關するエス語文献さして世 

界に誇るに足みものでめらう。大本敎の何た 

みゃを解せざる人は宜敷く 一讀すべきもので 

あらう。（發行所京都府南桑田郡龜岡町大字 

洗塚天聲社支社。多分中込に應じて無代配布 

せらろおものさ思（IS 〇）

♦BIBLIOTEKO TUTMONDA—N-o.1・ MATEO 
FALCONE, de P. Mĉrim^e; trad・ de J. Borel; 
11X17 cm. p. 62,1926.

N-oj 2・4. LA MALGRANDA JOHANO, de F.
V. Eeden, trad. de II. J. Bulthuis; cm.llx 
17 cm. p. 181. 1926.

Ambaŭ estas partoj de serio unua de la 
biblioteko, kaj oni povas aĉeti ilin nur serie 
kun prezo 4 rm・ しa eldonejo estas Rudolf 
Mosse, Jerusalemer Strasse 4 -49, Berlin S\V 
19, Germanujo.

豫いて本欄に紹介したモッセ近來の壯擧世 

界叢書第一輯が出版せられ衣。第一編（I佛蘭 

西文學代表的のメリメヱの小說數編のエス課 

でおるJ. Borel御大將の譯だけにそっが社 

い。內容は孰れもキビキビし化短編物でまミ 

まりがよい。第二編は和朋のフレデリック・ 

ウ•アン■エデンの百七十頁に及ぶ小貌でおオ。 

譯文は仲々しっかりして最後に丁寧なる註加 

加へてあるのは國悄異ろ人々にも充分理解さ 

せち爲めであらう。因みに同叢書購入希望の 

方仕豫約申込期限は過ぎて居ちが各輯每にま 

さめて購入すちニさが出來み。第一輯の定價 

（X 4 R.Mでめろ。

♦『臺北十二箇月』杉本耳氏新著、菊版二百五 

頁・定價郵稅共金賣孤發行所臺灣臺北市老 

松町三丁目十三番地岩瀬通方IJ本エスペヲン 

ト學會臺灣支部。1926.
臺灣に於けみ我等の連動の中心たみ我學會 

支部の牛耳む取らみ、杉本良氏が彼地の風土 

人情な內地人に紹介1て臺脅に對すち理解な 

得るに資ぜんざして著けされたるもの。臺灣 

全土に亘り各方面の狀況な用の従らぬ紀行文 

及B記文的に平易に記述せみもので・讀者か 

して宛然彼地に遊ぶの感を抱かしめみ。直接 

エス語に關係ない標でわちが我學會支部の1 
事業さして出版ぜちれた風土記であり此れを 

以って同支部の基金さされあ由でおみから大 

力の同志議君に一讀を希望する次第でめみ。

（Vera Vojo）

Japana Anekdoto. ——醒睡笑より —

T u ĉiam afekte diras, ke li malŝatas kaĉon. Vespere li vizite venas, 
kiam la familio sidas ĉetable je kaĉo. Vin regali ni volas, tamen kion 
fari per via malŝatajo ? ” La gasto : a Ĉu ĝi ne enhavas pipron ? ” 
ゝ Ne，neniom ?ĵ a Do iomete mi povus manĝi. '-
我等は雜炊嫌なりさ常にいふ者あり.晚がた雜炊半へ來る.ちミ申さんすれごゝおきら 

ひなちま、是非なしこめれば、むに过此雜炊に（I胡椒はいらぬか・いやいら6それならち 

さたべう过。 ・

Maljuna patro kun malforta vidpovo, malsupren veninte de la supra 
etaĝo kaj t rovi nte sian filon； prenis lin kiel gaston. Li riverencis tute 
respektpiene・ Kiam la filo eldiris ke estas li, respondis la patro " 
estis jam antaŭe certa, ke estas vi; mi nur volis instrui vin, malsocia- 
lemulon, kiel bonkonduti. Jen vi vidas ?

老父あリ唯さへかすむ眼もこの暮がたに、二階よりおりんざす久下にむすニの居けちも 

客人か芒おもひ、ひたものいんぎんに請じけり、後に私で候ざ申せば.そちミ（I始よリわれ 
Lも知りたれご、我がやうなみ苦界しらすには.ちご仕付も敎へん过て.それにいふたよさ。
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太平洋の彼方（箱
（太字體の人名はすべてエスペランチス

2月18日。Susuki君ご共にヒユーストン

（Houston）に行く。夜メリアム孃にもらった 

adresojにより當市のエスペランチストG. K. 
Wilbanks 及び D-ro Cti. S. Barre!に電話をか 

ける。兩者共エスペラントは餘り話せない。

2月21Ho朝カーで散歩.會社の重役に仕 

自動車を一臺わてがってめる。我がSusuki君 

は副社長セクレタリーオで「輕役」で仕ある 

が特別にroadstar 一輛な拜領に及んでゐて、 

每年一臺宛新しいの花もらふこさになってゐ 

み。食事なしにゆくにも往來の向側にゆくに 

€自動車にのるのだから二三年しĴ;らSusuki 
君の足がなくなるニミ受合である。午後岸氏 

花訪問。Susuki君过ホテノレで一所に食事をな 

し・アチューロ大會閉會式もやる。

2JĴ22日10時の汽車でニエーオノレレアンズ 

へ立つつもりでゐたら風邪の氣味で熱がちち 

のでやめた。計ってみちさ華氏の101度だ。 

屠師の診療で流行のflue（influenzo）で町中の 

人がやってゐるミ云ふ。そ二でThe Frances 
Ann Lutcher Hospital lこ入院する 〇

2月23—27日入院27日午後退院。

3月7口。朝自励車で散步。テキサスの天地 

け春まさにたけなはで木も草も新緣なふき出 

してゐる。ホテノレでSusuki君ミ夕食な伴に匕 

アチューロ大會第二次會閉會式を行ふ。

3月8日1〇時方レンチ發。Susuki君は同行。 

18時ニエーオルレアンズに著、セントチャー 

ルズホテルに投ず。夜Orphieum館へVode
vilo も見にゆく。此の間ヒユーストンでみ了: 

のミ同じもの沧やってゐるので飛出し他の館 

へゆく。

3月9日。市內見物。20時40牙發の汽車で 

Susuki君に別れて北上すみ。

3月14日〇 8時35分ワシントン市のUnion 
Station 着〇 電話も S-ro Reed 及び S-ro Mann 
にかける。後者“不在。13.5時Reed氏宅に 

行く。夫人はKeliermannミ云ふ名の下に有 

名な esperan tistino で し. K-ano でめる〇 1.5 
時間程話してかへる〇

3月15日。18時20分紐育へ歸著・一ケ月の 

南方旅行の藤定が病氣のため半ヶ月延び兎に 

角無事紐育へまひもぎった。

第 七 信

3月17日。セイヤース氏から電話があった 

ので17時東洋館に行く。夫人ミ夫人のエメペ 

ラシトのお弟子たるMeng孃も來てゐて一所

坂氏ゝ
米日記丿

卜）

に夕食もすみ。セイヤース夫妻はすっかり白

本食通になってしまった。 \

3月18日。夜Vodevilo 4*見に行く。之は歌 

（所謂俗惡なハムミングソング）だの茶番だの 

輕業だのク・ソス（たまにはよいトーケンスも 

めるが多くは近頃流行のチャールストン）だ 

のなやち〇米國のショー（show）さして（壬こ 

れミ活動さであち。芝居はめってもまち•めな 

連中で一般の・國人にけむかない。

3月19 日 〇 Automobile Association of Ame* 
Tica （東13丁目12）の Harmonio 會の barĉo に 

行く。佐羽吟作君に久し振であふ。氏はイリ 

ノイ大學に居られたのでめちが實に熱心に工 

スペラントを宣傳されてゐ了:さ任同地に居た 

岡技師が感嘆してゐた。又先年口本に來た展 

民黨（ラファイエット）總理でグーリッ护さ大 

統領を爭って見事に落選した大男Christensen 
がシカゴから出て來てゐた。Rubiastein君ウ. 

ブイオリンめり。ルビ君今日任スモーキン少 

コ1トも着二んで甚だsnapv 〇、イカラのこ 

ミ）た。次で歐洲の旅行から歸ったシカゴの 

シモネック（?），Christensen,佐羽君なミ♦の五 

分間演:說ちり。次で一同バスに分乘し大擧し 

て S-ino ITammond 方の!nternationa! Ami- 
】iary Language Association に押しかける 〇 

Hammond夫人宅もモリス夫人宅にまけわ位 

立派な家でお客が150人程來てゐら。そニへセ 

イヤース御大始めエスペランチスト〇、丿レモ 

ニーナ會以外のエスペランチストは旣にきて 

ゐア:）が50名近くなだれ込んだので約200人近 

くむった。Hammond夫人が話してゐみ所で 

あった。次でモリス夫人.r a-ソフ•孃・ウ 

ヤンシャックルーソー學院長Prof. Bauvet, 
Prof.S. Cobb （ワオシントン市の自分の學校に 

エス乂ラントを入れた校長さん）の話がめっ 

了:〇それより各國際語・の代表のdemonstracio 
さむての話が始まる。但I二分間ミ時間が限 

られる 〇 先づ しatino sine Flexione の Prof. 
Sidney Mazes （Cify College の先生）が英語 

でラチーノ（Iやさしい何ごなれIT sen grama
tika legoだからご廣告しラティーノでかい 

讥短文を諛み上げ無事引下った。次でbonan 
noktonをイードでなんミ云ふかなしらなか 

った过云ふ米國におけ;5 Idoの大家Angman 
氏が立った。今H "200の聽衆も前にしての晴 

の舞臺ざて先生一生懸命暗記してきたさみ是 

原稿も持たずにつつ立ったので一同コレワ过
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ばかり感心して拍手な以て迎へたが約七八語 

が口から出たざ思っむらハタミ停盟。し3り 

に指で頭も了:、くが中々でゝニない。之には 

聽衆も口もアングマンで中にはクスクス笑 

ひ出す人もあっか。然しその苦悶のさまはは 

沢の見み目し氣の谁でむしろ聽手の方がはづ 

かしくあった。その中に思ひ出したさみえて 

何なくつヾけて座につい了:ので一同しホッミ 

い:。次がesp-istoの番で吾輩,Krajin, Bcn- 
ŝaĥar, Lubinsteinミ早口の連中が轡をならべ 

てしゃべった〇但し策士Krajinはエスベヲン 

下でさ云ふのも英語でやってお客にエスペヲ 

ントの廣告をやる。皆二分問ではさてしたり 

力:い連中こてルビ君なご“毛リス夫人から注 

意もうけしゃベリ乍ら席に退くさ云ふ有樣・ 

又お客の中に｛,エスペランチストの伏勢がめ 

み:ござて耍處"々で拍手が起みのでエスペ 

ランチストむらぬお容I恐しく早口にしゃべ 

ろエスペラントも出縉目ではないさ云ふ::ミ 

が判ったろう。次でセイヤース夫人のエスペ 

ラント講習會員（婦人連）の一口宛のdeman- 

straci〇例のかはいらい、モVスの娘さんアリ 

ス及其友人のエスペラント對話め切。終った 

のは24時。barĉoの連中はまたしミの會場に 

歸って例により2時3時土で芥ンスをやって 

harmoniiするのバさうだが遲くなって閉口 

だから佐羽君さ中央公園を拔けてホテルに歸 

Zo佐羽君ミ暫らくホテルのロビーで話1わ 
かれる〇 很一 I < X ,二；•ペ

3月21口。午後ブルックリンのセイヤース 

夫人の宅へ行く玄關前で同氏におひ停車場ま 

でChristensenを迎へI二行く中々來り〇 Maroo- 
t】an來ろ。家へ歸る〇その中|： Christensen, 
Lubinstein, Benŝahar も來リ Meng 孃セイヤー 

ス夫人ミ姪さを加へ中々服かに話す。お茶が 

すんでから蓄音器もかけてク•ソスが始まる大 

男Christensen落選大統領は吾輩にタ・ンスも 

敎へてやろミ引まはした上でさろ婦人ミやれ 

ミセイヤース夫人に押し付る。こ、の連中で 

t Marootianはめまり上手でなく兵式調練の 

樣なかっこうでやってゐろ。20貫に近いセイ 

ヤース君は全然ク・ンスが出來R。一同の寫眞 

もミったが光線不足のためうまく寫!7 
時しubinstein君さ共に辭Iセイヤース孃がそ 

の boy friend （krmbo・:miiko）にめひに CJ） く の 

ださ云ふのでタイムフ、フ、りエヤーまでskolti 
して® く。タイムススクエヤーでそのamiko 
がなかなか來ぬのでしubiの奴、しきりに俺过 
遊びに行かうこ < どいてゐる。吾衆が英語が 

わからにかってゐみので先生口説いて 

ゐ了:のが急に晋輩の力なむいて今の話が判っ 

たかさきく 〇判つ7:さもwithout dropping a 
single Kord C& vorteton ）に判つ了:ミ云ふさ 

先生大わわて£ざうかセイヤースさんには內 

證で置いてくれミへ:1讥れた。その中にほん 

もの' boy friend （19歳位のかわい》青年） 

が來てセイヤース孃さ手をざってさよなら!

でルビ君更にしよけた。

ニうかくざ驚く人もあるかも知れ耳が;れは 

現在の米國靑年少女界のお了:り前の Ĵ で青 

年にして】ady friend （fraŭlino-amiko）Ĵi 
なく少女にしてboy friendな》有たぬは愀、〇 

（セイヤース孃し五人bov friendがあちさの 

ニミ〇）新閒には絕龙ず女學生のエローヒング 

（かけ落ち）自殺むどの記事を見かけ弊害伴

ふ:!さもおる棣だが、兀めに米 には淫賣の

數が極めて少い（紐育に僅か十萬乃至十五萬）

ミ云ふ社交的好成績をあげてゐみ。尤dセイ 

ヤース君なごの年寄連中には現在の若い連中 

は性に對し全く自由な思想を抱いてゐみさ憤 

慨してゐる者しわみ。

3月22日。役所へゆく。Benŝafiarミしubia- 

steinさを束洋館で畫食に呼ぶ。Lubi君はHe・ 
roido de Fsp.に之も記事にして送るのださ文 

Ben君そんな冗漫な文ではク•メだぞ 

ミまぜがへす。兎に角こうやってH本■埃及、 

波蘭の人間が三人集ってゐて少しも他网人だ 

ミ云ふ氣がltiいではないかさLubiが云ふ。 

全くださ他の二人も一致した。歸りにりヰス 

キーも仕込んでかへる。女中がもって來た紙 

包むみてしubi君やめprohibitionだか1Tざ 
ある。“ 、二 C

3月25日。畫Benŝafiar君來る。一所にホテ 

丹を出てタイムススクエヤーのサブ（地下鐵）

でわかれお少マに行く。セイヤース、スノー 

博士 （Current History誌主筆）クラ-"•ジンミ 
畫食を伴にする。. '\ "

4月1日 〇 American Steel Foundrj の A・ G・ 

Williams氏がシカゴから出て來たので大倉の 

人達ミ畫食を伴にするヽVilliamsは吾策の顏 

在・みちさ Oh my old Esperanto friend! ミ握 

手むし7:〇
4月6日。事務所にゆく Benŝafiarより電話 

19,5時 Ben 君來リ共に Sebmidtj£（RevuoOri

enta の證者）の處へ® く。氏は拓逸種の 伽・ 

ulo advokato で fraŭlo fratino ミニ人きりで 

住んでゐる。酒もごちそうになりラチ亦かき

ゝ12時近くかへみ。

•〔以下貳號2）
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EHO欄
8月號課題第二問に答へて

『初等講習もうけた人に長く熱む失はもむ 

い方法』ざして（I次の様な箇條も上げろ:ミ 

ができませう。（小生の賛弱な經險から）

1•初等講習はなるべく長期間に亘みべきこ 

ミ。ーー實際一夜潰講習なんか考へ物さ思ひ 

ます。小生が二ちらでやつア:もので同僚なぎ 

が講習に出席Ĉた二さもあったが、それらの 

人仁一寸t勉强せずに匚かもよくエスの話が 

でみこ『いや僕も植田君の講習をうけたんだ 

から卒業だ』なんかさいって未だエスものぞ 

いた事のむい人よりも仕末に惡いのです。所 

謂半可通は困りものです。諺にも『生兵法“ 

大怪我のも过』ミ云ひますが賓にその通り•で 

折角誰かエスの宣傳をうけて勢こんで講習も 

うけようミか獨習しゃうごかいふさ橫あひか 

h『いやエス人うソトなら僕い講習もうけた 

その後一向やらぬが名詞の語尾は〇だよ。講 

習用書位買ってきア:まへ。僕が敎へてやら 
う。』さ云ふやうむこミをいつ沢り、中には工 

スな谨ついたりすみので折角の熱もさめて1 
まふ。『人の口には戶が閉ち・られない』んだか 

ら、こんなニミもやむむ之ないが心外にたま 

ぬ。その講習が短期であればめちだけよけい 

二ういふ半可通espenntistoができるのださ 

思ふ。この意味でお祭區ぎでなく少人數でも 

いト——否少人數の方がい > —— しっか、りし 

決人を二しらへたい。一月I二月も續ければ 

何ミかものになち。ものにならなくさも自分 

の勉强が足らぬので上達せぬのリざ云ふ二e 
をさミちゃうにむみ。それで非常に成績がい 

卜のち・やないかざ思ひます。

2.講習の際必ず辭書を買任せみこミ。尙で 

きみならエス小說のーニ册も買任せるこさ。 

上过同様の意昧でしつかり勉强させろI:は講 

習用書1册で仁だめですか!」興味の多い本む 

二・三册買はせて少し宛講義もして在•いて、め 

ミは辭書で自分で勉强するやう1むける。そ 

れには初等講習の際是非辭鸟を買はせりばだ 

めだミ思ふ。講習書一册な習って得々ざして 

『我び立派なesperantistoでござい』过すまし 

二んでゐて、その實何一册本かよんでゐない 

のがおち〇そんな入は人抵辭書をもってゐな 

いのでよめQさ云ふ。如何にエスが容易ださ 

いって一週間の講習位で辭書なLに本がよめ 

よう筈がない。つまり半は・强制的に辭書を買 

はせりば搆習の博の目的厲逹しない。龍も裁 

いて睛を點ずるを怠った憾か後口に感すちこ 

ミが多い。それで小生が當地でやってゐち講 

習の際はいつもエス和辭書交•買はせてきた， 

それに任今度學會から安値な『新撰エス和辭 

典』がでア:のけ我々宣傅者にきって此上もな 

い福音だ。辭書も買はせてないて尙ーニ册面 

白さうな本も買“せておけぱ初等講習もうけ 

た人でI多少は絨けて勉强す4ざ思ふC

3•初等講習もgvidiする人はなる仁け其土 

地に住む人である二ミ。ーー初等講習Zt> gvidi 
すら人の中に任講習料をかせがうなんてさt 
しい料見の人がある。そんな人（工講習さへす 

めば「後找野さなれ山ざなれで」金をもって 

プイミいってむまふ。それでは困る。それで 

僕はぎうLても初等講習のgvidiはその土地 

の人で講習後もそれらの人の面倒もみむけれ 

ぱだめだミ思ふ。卽ち講習の際各人のadreso 
を聞いてをいて蒲習後は同志の會合や輪講曹 

のわる每にハカ・キで通知をして出席勸誘もす 

み。そうして一度でも出席すれば興味も覺も 

續けてやみやうになる人が多いざ思ふ。それ 

でもやらり人（［ごうせ脈がないのだ。そ二で 

ごうしてもその面倒もみみに厲その土地の人 

でむければ無理だ。だからその土地に住んで 

ゐち人がgvidiせればだめだ。禹ーその土地 

の人がgvidiし難いなら他の人でもいゝがし 

かしその土地の誰か講習後のgvidoを引受け 

ろ人がないざ困る。

4. Virga landoに宣傅すZ 1-（1しっかりし 

た人を一人（又は數人）作るのが先決問魁だ 

—エスベラントの洗禮をうけてゐない處女 

地に於て宣傳すみに（ム いきなりいって大々 

的にやみよりも（勿論これはその土地へ他の 

土地の人がいって宣傅すみ場合にのみ云ふの 

で、その土地に相當なEsp.のできる人が居 

る場合は別問題。Esp. “できぬがすきだこ云 

ふ人がゐる場合も此場合に含まる。）その土地 

で多少初等程度の拓習書でtかち・つた人か有 

望そうな人も二・三人仕立て相當講習がgvidi 
できる位の人な仕立めげてから大々的宣傳を 

やって人をおつめて講習をやった方が遙に好 

成績をおさめられる。それはその誌習の後に 

引續いて帀究會でもやる際gvidiする人が二 

三人おられ去からだ。 實際Virga lando 
で大々的の宣傳むやる，最も人の集り炉よい。 

その際その初諄講習一回きりでおさから續い 

て硏究しゃうさいふ人もgvidiしなければ上 

記⑶にさいた如くだめドからです。それは 

全く線香花火的にお仕ってしまふからだ。en 
ちそこでVirga lando 4-征服するにはまづそ 



2£4

の土地にゐろ人二、三人も立派にしめげて扫 

いてから大々的宣傳にうつみべしミ云ふ決論 

に到達する。その土地にすむ人がそのVirga 
landoで一旗めげて宜傳せらみ、ニミは墓し 

いニさだ。それらの人はビうか忘れずに講習 

後もgvidiしてほしい。

5.講習ざ經!!U人數ざ。ーー上述のやうに 

Virga landoで宣傳もやれば人が澤山あっま 

あのは定則でわる。小生が昨年初めて當地へ 

3讥時少數の熱心な方々の御努力によってー 

大宣傅をやった結果集った人數は400名さ云 

ふ多數で講習場も特にキリスト敎靑年會の大 

會場をあてた位の盛況であつ了:。所が本毎も 

大宣傳をやって大いに新聞!）利用・ア:が豫期 

の百名厲なくて五十餘名にすぎみかつア:。し 

かI宜傳の點からいって遙に昨年より上手に 

又大々的にやつ丫:筈たがだめだった。しかし 

之は却って當然の事で最初はぎこでも異狀な 

のだ。皆物めづらしさに彌次が雲集すあのだ。 

たから:ういふ多人數の際一人宛講習料四、 

五十錢位貰ふ二ミに1て會の費用也作みのが 

い、ミ思ふ。その後は「去年はニうだっむか 

0」ミ買ひ被らずによほミ・引しめてやらりば 
ためだミ思ふ。勿論當方は幸ひ同志議君がL 

ろかりIて隹られるので何でも方:かったが、 

小生の友人からのまた聞きだが昨年（その年 

は其地で初めての講習）は70名もきたから本 

年もloo名來るたらうさい申ごんで活動寫眞 

織へ何千枚のビラも配る。土地の新聞に二三 

P記事をか、せながら尙不足ださして同じ新 

聞に又大きなfolioを一萬枚さかいれさせた 

さうだ。それらの經歿がざつさ60冈であった 

が、集った會員は近々40名で結局缺損が二、 

三十圓だったさか。それで其會が其後何の活 

動もできなくなったざ云ふこミをきいた。だ 

から療二冋は第一回の講習人員の三分の一に 

も四分の一にも內輪にみつもってむけばよ 
（ヽミ思ふ。勿論講習會員の數なん炉問題でな 

く大いに宣傳する證味において新聞やその他 

犬々的宣傳を每年くりかへすのけいゝこさた 

がそれは會の資力ご相談の上ですべきでめ 

ろう。malriĉulojの多いエス會さして燒石に 
亲にもたさふべき少額の金花活用すろに（Iよ 

ほぎ考へてせればなあまい。 「.

（搔崎にて植田生）

柚田氏の御意見"全くその實際の御經驗か 

ら來た結果なので.一つ一つむろぼごビうな 

づかれる二ごばかりでマ。地方にめって;の 

«ankta laboroに從事して居られる人々に（I定

めしょミ塞考过なつĴ:、こミさ信じます。要す 

みに最も大切なニミはgvidantoの熱心ざい 

ふニミではないでせうか。理論上ビうしても 

反對のできないesperanto存在の理由がちる 

のですから、同志が热心ももっていつまでも 

つヾけてやればきつさ多くの人を引きつけて 

行くこ过ができるミ信じます。二年や三年 

やってろてさても世人任目ざめない。これだ 

けやっても盛んにならないのだからもう宜偉 

は斷念したさいって山へ引込んでしまった人 

沪めあさうですが.一時的にごんむに熟狂的 

にやったって駄目です。氣長にち•りち•りゃち 

のでなければ到底望はちりません。ぎんな宜 

傳事業でもさうでせうが、短氣“大の禁物で 

す。 み

柚山氏の文も讀んでゐて思った:さですが 

各地カマかうして熱心に・手むかへ品なかへ 

ていろいろご宣傳に腐心してなられる人々が 

少なくないのだこ思ふさ・何ざもいへa神聖 

なめリがたい感じに打たれます。そニに何ら 

一點の「爲めにする」ミニろなく「わざさら 

しさ」がなく.誠心誠意二の理想への希望ち 

仰ぎつ£コッコツ勉めてむるその人の姿を想 

ってもみたまへ。我等任同志ざして一時もち. 

つミしてゐられない様な氣がするではありま 

せんか。 •二 !

もう一つは同志間の協力です。つまらぬ蜃 

情によっていさかひするこミなく、無私の心 

で團結一致して互に勵ましあってこの尊い事・ 

業の完成もはかりたいものです。甲が热心に 
講習gvidiしていも、乙が陰にゐてそれ 

の惡口をいふ・乙のを又丙がやる、さいふ©' 

うIニニれまで隨分いやみ二ミを聞いた二ミt 
あるが困ったものですc幸財團法人も出來ま 

L/：〇 二れから仕全國の geesperantistoj li 

力なわはせて一つ劃期的大努力な・bうでは 

わりませんか。わたくしの見るざ:ろでは同 

志間の爭ひは、多くはめまりに强い我執が原, 

因してもるやうです。二の事業そのものの気 

成よりも自己の存在主張ざいふやうむ二ミに 

より大むみ力點な置いてもるものがちるから 

です。いついかなる場合でも我もすてて.全 

體のために盡す氣持ちを守ってゐたいもので 

す。折角esperantoを始めてもすぐ離れて行 

く人がめったら.それ（I我等旣成esperan- 
ti、toの內にも罪かめるのだざ思ってますます 

自重して行く必要があるさ思ひます。

全geesperantistojよ、我執も棄てて7：ヾ 

ひたすら!の聖むも絲星治護らうではない 

か。. （川原次吉郞）
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御 願 ひ
••……〔學會より皆樣へ〕・•……

◎擧會の基確を碗實に前荻て•御知らせ致む 

まし讥通り、我がn本エスペラント舉會は 

永年の希望ふ貫いて先般愈々財團法人ざむ 

•ったので御座いますが、就て任今後一層學 

■會の基礎も璀實にする爲に更に特別の御協 

力なお願致し度う存じます。

@推持員の倍加從來の會貝ごいふ名稱が、 

維捶亘き變りまし讥が其の實質は少しも變 

りはめりませぬ。卽ち維持員の寄附〔卽ち 

會費一法人窃附行爲第十一條（前就200頁） 

參照〕が依然ミして學伶の經費の最も主な 

る資源であります。維持貝が殖龙れば殖龙 

ち程■收入が增加し.雜誌の單賀は之に反し 

て愈々低廉でむり、かくて經營け益【樂に 

なります。その結果は雜誌の內容型式兩ら 

改善も見るき共に一方永代基金の遞增む計 

るニミも出來ます。假に皆様の一人一人が 

めいめい一人の讀者を作られるならば忽に 

して我が學會の維持員（I倍加し更に之をも 

う一度繰り返すならば維持員の數は實にー 

萬に達するのでめり土す。熱心む同志で未 

だ入會されむい方がまだまだ澤山にめられ 

あ二ミミ存じます。皆梯の御努力によりま 

Iて.本年中に何芒かして、維持員もせめ 

て倍加しようで口御座いませんか。

©推持員寄付の拂込 維持員奇附（從來の會 

費のコさです）の拂込も正確にして頂きた 

い。この1（Ĵ會計係から每々中上げてお 

る:さで御座いますが.會計事務の興廢任 

全く二の一點によって左右される二ミでお 

•り・すから失禮をも顧みず重ねて申し上げ 

あ次第で御座います。地方會ごしてはなろ 

べく幹事の方の手でまこめて御送り下さる 

のが一番便利で雙方好都合さ存じます。（地 

方會で會費をまこめて御送附下さる場合は 

その一割を地方會費ミして御差引下さるも 

差支へなし）。

◎維持員の昇格 維持員の種別は從來の會員 

の種別をその儘踏襲し唯その名が變っお丈 

でめ订ます。卽ち下表の通りです。

普通維持員（普通會員）穿額 2.4?
賛助維持員C賛助會員）毎・額 5.0（以上 

特別維持貝（維持會貝）年額10.00以上

終身維持貝（終身會貝）一時金100.00以上 

此際皆様の特別の思召によりまして普通維 

持員より、賛助維持員に乃至終身維持員に 

さいふ樣に昇格して頂きます二ざは學會の 

基礎も强固にする上に實に大き林カさなり 

ます。何卒皆樣が應分ご思召す維持員に御 

畀格おらむニミを併せて御願ひ致す次第で 

御座います。

◎大會へ.大倉へ前號にて略報の通り・本 

密の大會任皆様の御聲援によって出來みた 

け盛大にやりたいき存じます。大會の成功 

“延いて我が國のエスペラント運動に新な 

み展開も與へるべきこさは中すまで5あり 

ませり別項詳報を御ー讀の上績"ざして參 

加御申込あらむ二ざか。

◎感 谢 學會が今回財團法人になった二さ 

に關し各地方會や.同志諸兄よリ祝F並び 

に祝辭に接しま1た。一々禮状をたすべき 

筈の所事務多忙のため失禮致L紙上にて厚 

く御禮申ます。

財團法人日本エスペラント學會役員追加
先月號本紙の201頁「財團法人□本エスペラント學會役員」の項の中に校正ちの手違いから 

裁國エスペラント界の古い恩人黑板先生の名を書き洩I•まし？：： （1何ざも申譯がございませ 

ん。先生始め讀者諸君の御寬人7よみ御枚しなお願い致します。よって下記の通り御追加下さい。

理事 東京帝國衣學敎授 文學博士黑坂勝美

急 吿 Grava!!
....年鑑について急吿....

長らくお待ち願つ化年鑑（名簿）は來る九月十日頃にお手許へごごけま 

す。所で同年鑑は菊半載C懷中型）128頁の大冊で優に本誌の二册分の內 
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容を有し會員名簿の外にエスに關する重要事項一切を網羅したEsp-isto 
必携の百科寳典を兼ね備へたものです。

所でこれだけの大部のものを印刷して無料で會員諸君にお頒ちするこ 

芝は我學會ざしてかなり多額の失費ごなりますので此際本年七月（或は 

具以前）迄に會費前金切の方々（これらの方々へ發送し化九月號雜誌の 

封筒には前金切の印がおしてあります）へは殘念ながら此年鑑eって會 

の發送をさしひかへます!!ですから一刻も早く當方の窮狀を御洞察下 

費を御拂込下さい。

エス文勒の大家Liiyken氏の本誌賞嘆の手紙

編輯部より

我が『學會』の機關誌たち本誌“ Revuo Ori
enta nも會員（維持員）各位の熱烈な御支持に 

よって益發展して來ました!ミ任御同慶の至 

マございます。御承知の如く昨秋小坂氏の渡 

来後にいかにして編輯なつ£くべきかな我人 

共にあやぶんでもりましたのに當時本文24頁 

（廣告の增滅で28頁26頁の時が多った。別に 

表紙!頁）でめったのが本春からAldono 8頁 

の增加によって一躍本文32頁（別に表紙4頁） 

芒・り去る7月以來內容を一膚充實（本誌一 

頁の內容“普通の五錶活字で組んだ誌雜の三 

頁分に相當すみから優に100頁の雜誌に比適 

す）し且つ廣告頁さして別に4頁增！mし表紙 

4頁も加 1へて總計40頁の大册きなりました。 

二れもひミへに會員諸君の御援助の賜物ミ感 

謝してゐる次第でございます。かく紙面の紙 

數が增加い:さ云ひま匚ても其內容が貧弱に 

むったり杜撰になったのでは何にIなりませ 

んが、內容は幸ひ編輯各委員並に寄稿家諸氏 

の健實むち文縊により小坂氏編輯當時から維 

持してゐる本誌の聲價も少しし失墜してはゐ 

ないざ確信致してなります。實際歐洲各國の 

エス雜誌んみましても中に（t讀みづらいやう 

なのが可成わります。それは單に賣名的に雜 

誌をだしたリ、自已の貧弱な學力を顧みずに 

出版 い:りすあからです。我がRevuo Orienta 
ば健實其ものね口otoさする態度で一のgra
matika eraro I假借すち事なく檢討•するので 

歐洲各國にしその類が少ない程健實なもの 

ごして心める人士に認められてゐる次第で此 

の貼任我邦のエス界を背負って'rっぺき當會 

の一大面目ミして欣快おく能はざろ所でござ 

います。その一端さしまして最近英國のエフ\ 

文藝作者Coriginalisto）ざして世界に名聲がめ 

る II. A. Luyken 氏（Paŭlo Debenham, Mi
rinda Amo, Stranga Heredaĵo, Pro Iŝtar 等 

の原作エス小説の作者で其構想において各國 

文學の作家さ比肩し得み作ね發表せしのろで 

なく、その流麗なエスの文體も健實なもので 

gramatika eraro なむ全然な く 眞の〇riginalisto 
さして我エス界の有する隨一人でわ右）が當 

學會へ寄せた書翰の最後に本誌の健實振をほ 

めた、をた文句がわるので次に引用します。

"•…Mi ne volas fini mian jam longan lete

ron, sen sincera esprimo de laŭdo pri la ele

ganteco kaj senerareco de Ia Esperanta teksto 
de via estimata gazeto. Mi tre kore kompli
mentas kaj gratulas : via gazeto en tiu rilato 
superas la plimulton de okcidentaj publikaĵoj!" 

上記手紙の譯『・…私厲旣に長くなつす:二の 

手紙をおくにあたって貴誌のエスペラソト文 

の僵美なこざミ些の誤のおいこさに就いて眞 

挚なZ賞嘆の辭も呈せざ〇も得ない次第でご 
ざいます。私（仁の點に於て貴誌が两洋諸國 

の刊行物の丿ヾ多數のものを凌駕すみものでち 

あさ云ふ：!ざも心からお祝申匚上げるのでご 

ざいます〇 —・』

之（工しuyken氏の手紙ですがLuyken氏の 

みならず歐洲でも心めろesperantistojなら爭 

しく認めてゐる所であみうご思ひます。

それにつきましても尙益々本誌を立派な© 

のこして二の評判も彌が上にLよ ; し一層大 

なる聲價を得たいき存じます。就まましては 

會員諸兄におかせられま1ても此際會員和一 

人でも 多く 御勸誘下 さって 本仕の財的慕礎な 

ー膚辞固たるものたらしめみため御盡力下な 

って尙本誌に對して（工御希望の有する所はド 

シドシ御申出下さみに吝ならざろやうひざへ 

に御願中上げる次第でございます。
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ALDONO AL “LA REVUO ORIENTA"

東京へ!大 日
第四回日本エスペラント大會來る

一-9月24日-----26日™
大會もH前に迫りました。本年は我國に組織的のエス運動が起ってか

ら滿二十年になbますから、廿週年祝賀の意昧で盛大に催したいざ存じ

ます。就いては遠近をごはず奮って御參加の上相互の親睦を計るざ共に 

對外的にも多大の効果を收める様御聲援あらんこざを御願致します。

日程 tagordo

♦ 9月24日（祭日）（於2本轟年幕） 

13時發會式僦髦飜蠢賞） 

15時大會協議畲及紀念撮影

16時二十年祝賀餘興（確定の分次の如）

1. 合唱:° Fidela Jocjop）クララ會
n Lulkanton j 有 志 

伴奏E. M・Casey孃
2. Monologo : u Senhejmulo n

安黑オー郞氏

3. Dialogo : El " Hamleto ”
クヲヲ會有志 

19時懇親晩餐會

♦ 9月25日（土曜）一於H本靑年飽 

午前中エスペラン ト展覽會任滋舉25
13時各分科會開催

19時『綠の夕』
（エス宣傳の催し・——無料公開） 

1•映畫

（仙臺での第12回大會實況及松島）

2. Harmonika Orkestro 演奏 
"Esperanto-Marŝo "其他

佐藤カルテット

3. 獨n貝: 率智于氏 
a. Screnad〇・匕.Dolca Hejmo.
c・ Ricitativo kaj ario el Ia

Ope 〇 " Xcrxcs.n

4 .象徵劇『綠の夢』（-•幕）

T. E. K.有志

5.舞踊（題未定） 石井漠氏一座

©9月26日（日曜） 

io時省線電車吉祥寺理前集合の上井ノ 

頭公園へ遠足す。（茶話會.分科會 

報告・餘興等。）

。至急參加御申込の事

巳に大會參加の申込は追々集って參りまし 

たが尙一層御誘ひ合せの上なるべく早く御申 

込下さい。巾込書雛形仕本誌前;!就202頁に 

載せております。右巾込のハカ・キ任大會前日 

迄受付けますが整理や準備の都合もございま 

すから.本月20日頃迄に御羌出願ます〇

・汽車賃割引の特典

前號所報の通り來み大會に參加のため上京 

されち方に仁鐵道省線二三等に限り往復汽車 

畫車賃が二割引ぜられます。（但し必ず往復切 

符を買ふべ§ここ。）割引證は當學會が九月早 

々から御送り申上げますから（申込者に限り） 

其割引證持參の上乘車驛へ提出して9月17日 

から局26日迄の間に往復切符な御買ひになれ 

ば其切符厲購入當日から10月3日迄通用致 

します。此割引（二哩數に制限なく全國の何處 

の驛（省線の驛ならば）でもできます。そし 

てその驛から東京驛■上野驛■兩國橋驛.仮田 

町驛・信濃町驛・新宿驛のいづれかの驛まで 

の往復切符も買ヘばい > わけです。此の二割 

引復一つにHエスの宣傅にむリます炉ら・東 

京近郊の力でしぜひ御利用下さい。而して此 

二割引の切符でし途中下車回數が少くなるこ 

か心配せられち方ばりませうが絕對に左樣 

の事はなく、學生敎師二割引券なこ飞何等異 

ろ所がありませんから學生や敎師の方でもぜ 

ひ宣傳になりますから此際當學會の割引券を 

御使用下さい。乂本年度の成績次第（利用者 

多き時"）で來年は猶高率の割引がしてもら 

へあかしりませんのです。そういふ大切な場 

合ですからぜひ割引券をごしご1御使用下さ 

い。尙例へば橫濱から三口間大會に通任れる 

さすれば三度往復切符なお買ひにむろニミミ 

りなますが、この際には三Bさも割引してく
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れます。割引證御入用の方は使用者氏名ミ枚 

數（誰が何枚使用さ明記）花御通知下されば 

お迸り致Lます。 ,

・展覽會へ御出品を
Esperantujojの展覽會（［エスペラントの實 

用の程度を一般世間に知らしめるのが一つの 

目的でありますかX皆樣におかれましても 

その趣旨も御汲取の上御出品下さいますよう 

御願致します〇殊にFinnlando Ilunganijo 
Bulgarujo Estonioや南来のSfi小國アジア西 

印度諸國アフリカ等日本人にさって珍らしい 

國々からのエスペラント書きの繪葉書を阈別 

に分類して陳列したいさ存じますから御貨與 

下さいませ。責任を以て保管し決して紛失徐 

の事のない樣注意致Iますから。

♦簡易合宿希望の方に急吿
合宿所は會場たる日本靑密館より程近い

（徒歩帖分位）明治神宮錯宿泊所もお世話致し 

ますから。但L人數の都合もちりますから合 

宿希望の方は人會參加申込書へその旨認めお 

そくも九月十五日迄に學會內「宿泊係」宛御通 

知下されたし。（皆;方に交浚の都合があります 

から）。〔宿泊豫定H時御記入下さい。〕

合宿費用（よ宿泊料=〇踐、朝食ノ〇錢、晚 

食30錢です。

・大會參加費用調べ（合宿者標準）

1-汽車賃（二割引）

2.同上途上の食Ĵ5、小使賃

X圓

3- 24,25兩日合宿費（朝晚食付）2.
4. 24,25兩日畫食:隨意） 1.（?）
5. 懇親晚餐會費 2.
6. 吉祥寺遠足往復竜車賃杏食代 1・

ヽ 6圓+x+y

內地同志の活躍
什欄は內地（滿鮮を含む）の各地同志の運動報告を揚載してお互の剌戟劑、 
IミI、又尊い犧牲的奮闘の記錄さします。エス運動の御報告を下さい。）

gfa?柳田氏の講演
我學會の理事ア:る柳田国男氏任8月11日橫 

須賀の夏期大學にて『歐洲に於けち私のエス 

ペラント生活』ミ粗して講演せらる。300名 

の聽衆に對・て多犬の感銘も與へた。

石卷クララ會
宫城縣石卷町クリスチャン敎會で去8月初 

旬坪井潔氏の講習後クララ會が設立され扌:由 

8月20日發會式擧行。各地にざしごしクララ 

會ができるの（Ĵ結構なニミだ。一地方に一つ 

の會がちればそニへ一つ宛クヲヲ會をつくれ 

ば地力會が倍加するわけだ。

JOCK
8月9日19時20分より30分間.中部H本工 

スペランチスト聯盟中央委員吉井良成氏は 

學術講座さして「我等の言葉」の題下に國際語 

の必要・エス語の沿革について然辯4＜（Xれ 

t: 〇 ・翌1〇 ロの疋時20分より30分間、同じく 

學術講座さして、當殁會委員である山田弘氏 

が「附界に於けるエスペヲソトの現狀に就い 

て」の題下に講演した。常時御滯名中であっ 

尖山階宮茂曆王殿下は同放送局も御訪問めり 

山田氏は放送實演中を御聽取の榮に浴しT:〇

駐日トルコ大使とエス
駐日ト,レコ大使ファーアッド•ベイ（Fuad 

Bey）氏が粟飯原晋君に語った所によ触 

『Esperantoの如ミ凰民性のむい苜語は植民堆 

政策の場合に厲不適當だ。植民地政策の時は 

その統治國の國語も注ぎ込む政策をさお必耍 

がある。併しエスの如き國際語が商業界に必 

要でめり又その便利な事は私も認めてゐ肌 

私もEsp.の實用化を望む。芬蘭公使ラ△ス 

テッド氏は立派なEsp-istoミ聞いてゐる。云 

々』ミ。

曙笔石 海軍技手養成所では同所學生宗近 
横ク貝'負眞澄君の熱誠によって8月2日と 

り造船.造機兩課の學生・名に對I初等講習 

開催。14日迄每日17時より一時間。14ロに茶 

話會あり・講師松葉菊延氏よりEsp.の歷史 

Esp-ismo,世界に於ける普及狀況の講演あり。

［的 餡］昨年5月留舉研究のため洋行され 
［堕1弗Iた會長虎渡乙松氏は探期以上の研 

究か終え7月5日歸函された。又同志で當堆 

師範學校長橋本文壽氏厲昨年2月歐米各國へ 

視察を命ぜられ出張中の處6月27日歸盟され 

7:。（兩氏さもわざわざ旅程もまげてteneva 

の第十七回萬國エス大會I:出席されまい:。）
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書地エス會主催で7月14日19時より鶴世ビル 

rソグにて兩氏歸朝歡迎會を開3會貝の挨拶 

の後、橋本氏の海外の狀況談虎渡氏のエス大 

會の狀況談等歡な盡Iて22時Tagiĝo合唱散 

會（本誌242頁寫眞塞照）・例年の通り夏期講 

習會も8月2日よv） 28 R迄每夜19一2】時當事 

務所にて開催。申込者口名むれご途中休止者 

なく熱心に聽講中。講師は高氣 亘理■小森・ 

吉田の諸氏。

里 石］同志中村忠兵衞君が朝鮮へ行く事 
羔わにむったので7月17日高木氏宅で 

送別會を催した。今度から硏究會は每金曜晚 

Ibsen の Reaperentoj もよむ〇

習開催。講師嗚海定造氏c （小池氏報）

Eeperanta H旬 mo en Kacuura
昨夏第一・回の Somera Esperanta Hejmo 

む試みて大成功もおさめ丫:東大Fskulapida 
Klubo “今夏もHejmoな催す:过に定め 

Klubamo中村亥一君の鄕里千葉縣勝浦に8月 

1日から15口迄E. Hejmoも開いた。集み同 

志は緒方.两の兩敎授も中心にklubanoj十 

名程。外に京都の央戶君ざ、岩手縣水澤の小 

川君こ沪參加。或^海水浴に或厲diskutojに 

滇夏の烈Hをさけて愉快なhejma vivo 球 

った。（寫激參照）・尙8月1日夜は溝演會も催 

L南支旅行に疲れの癒龙は西敎授も無理やり 

に演壇にのせて次のやうなprogramoで開い 

r:〇し開會の辭中村君。2.エフ、ペラントの 

由來 鈴木正犬氏。3.國際心 蔭成甫博士。

4.閉會の辭 進士君。聽衆50人程であった 

がこの位の小都會ミしては成功て・めった、こ 

れもひざヘに.中村君の御雑カさ御奔走によ 

あ。・&月2日から11H迄Hejmoで夜1時間 

宛初尊講習む催 いゝ參加者15名。更にエス 

番も研究Iようご云ふ人々加集め■中村君を 

相談役さして勝浦エス會がうまれた。（進士 

君報） ；

高知にてエス講習會開催のため山 
同和巾I田二郞氏8月14日出張す。講習生 

50名の由。（龜岡エス普及會報） 

陽申皀| 8月4 H滿洲上り無事歸られた兒島 
|鹿兄島|高常氏任當!］硏究會仁つ仁ので早 

速會員一同滿洲の寫说工ハガキを拜見して見 

聞を廣め得た。同氏の談によれば，ルビンの 

エフ.會はロシャ、支那.日本の人達で成立し 

てゐるがロシャ人が何しかも會務もやってゐ 

る由。又大連では大變歡迎され了:そうです。

遙か當地より哈爾賓人連奉天の同志に謝意も 

送る。・佐保護氏は9月歸鹿の筈。

需石同8月15-16〇山口縣防府町三田尻 
山口時西法寺にて佛敎濟M軍三田尻支部 

主催でエス語普及講演會を開きまい:。講師 

は我部から中西義雄氏出張。（佛敎濟世軍工 

ス部報）

金澤

名古屋

每水瑙19.5時一21時、年中無休で 

金澤商業會議所の一室に集合しま 

す〇今Venia Mate□〇輪講中。出席者14名位 

中婦人9名の盛況。各地の同志諾姉の御手引 

ものぞむ。ロ本クララ會の設立を望む。照會 

は便宜當市里見町乙9マスノ スケシロッ宛 

の事。

中部H本エスペランチスト聯盟主 

催、新愛知新聞後援ににて愛知縣

敎育會館に於て初等講お秤が8；ji7nからー 

週間19時一21時開催。講肺加藤芳郞氏.講習 

生50名。24日代は茶話會。

♦ 8月2!〇19時より同敎育會館樓上に於て同 

聯盟の第一回中央委員會を開催I.極力會員勤 

誘其の他を申合せ仁。因に同聯盟は事務所を 

新榮町三丁目睦田ビルデンゲ16秋、田島商店 

（畫話柬3316番）內に變更した。會費拂込其の 

他一切同所へ。（山田弘氏報）

朝鮮馬山にて7月22ロより*月5日 

迄小池英三氏のgvidoの下に講習

參加者8名かりしも皆热心なり。同地の高爭 

女學校の先生たる山口照平氏は20年前から工 

スね》學習されたfervora samideanoなる事も 

知って大僉嬉しかった。溝習終了者は引續き 

每水は金夹郞文庫にて研究會開催。同文庫の 

管理をする堀田孫之氏は六十餘歳の老齡で・ 
にエスを硏究中。 - "

燒芋の湯氣窝ご夜寒哉
神奈川縣平塚で任8月21日Patro
©miziiの膽肝で同地海軍火藥廠

長、農學校長.女學枚艮.小學校長、町長の 

Kvin Estrojの發起で由里.梶阑氏の來遊を 

機會ミして.平塚小學校に宣傅大講演會な開 

催〇聽衆350餘。其のprogramo让

開會の辭 清水勝雄

エスペラントの我生さ其必耍由里忠勝

馬山

平塚
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ノ、モニカ拓奏歌劇カルメン拔萃

淸水武夫 

トの構造ミ其實驗梶弘和 

ハモニカ獨奏歌劇トラビアIタ拔萃

・ 淸水武夫

敎育ミエスペランド 淸水勝雄

閉會の辭 海軍少將波多野貞夫

當日の實驗壬云ふのは聽衆より任意の文な 

集め.それな黑板に書き由里氏が之れなエス 

制二評し、聽衆及黑板花見ざる梶氏に話す。 

之れな樨氏が聽衆に日本語にて話す.何れも 

うまく 一致したので聽衆は拍手喝采。そのー 

っに「初雪に此の小便は誰がした」ミ云ふの 

がめつア:。之れし梶氏が何だが發句の樣です 

れさ云ひながら「此小便」には場所柄餘りに 

變な詞だったが致し方なくうまく譯したので 

聽衆はエスペラントの思想發表に自由むるに 

感激して居た。波多野氏の閉會の辭の內に私 

（工拾幾年佛語をやって居るが「燒芋の湯氣ぼ 

かぼかミ夜寒哉」を直ちにエス語に譯され且 

その栽昧が明瞭に梶氏が之れむ再び和譯すち 

むざはエスベラントの容易さ思想發表自由な 

あに感心した。十數年の佛語の研究任自分に 

"未だ「燒芋の……“はさっさに譯仕出來かぬ 

i••……Jさめったので、愈々聽衆は感心すち 

かくて大成功を收めた。次いで8月24日から 
一週間平塚小學校にて直ちに講習會開幽.參 

加者五十餘名、淸水勝雄氏gvidiす。

LETERKESTO
・長谷川委員より（7月24日投函）今朝ベルリ 

ンに着きました。多少不便もめりまIたが無 

事ニ、まで參りまい:。明朝ロンドンに向ひ 

ます。自分では左程に感じませんが大分疲れ 

讥樣に思4れましたのでーH休むこさにした 

のです。明後日の夕方ロンドンに着くので大 

會［二問にめふつりです。昨ロ Zamenhof博士 

の生地Bjalistokの町も通過致しました15分 

ばかりの停車マ停車場前の廣場を一寸見ただ 

けです。•・•“・・•皆樣によろしく。

・小坂委員より（7月27日投函）去;S20日から 

北米エス大會が當地に開かれたのでやってき 

まい:。25ロ終了。詳報は佐羽君が書いて送 

ろ答。小生は明日紐育へ行きアルトナによっ 

てシカゴへ歸ります。（フィラデ・ルフィヤに 

て）----第十九回北米エス大會はベンシレゲ

アニャホテルに開かれましr：o參會百餘名。 

かなり愉快でした。

・須々木委員より——小坂氏^テキサスで會 

見記な送ってくれましたが小坂氏の「太平洋 

いもて」の記事ミ重複すみので掲載致しま 

せん。

北陸エスペランチスト聯盟大會 
來ろ10月3日金澤市に・北陸エスペラ 

ソチスト聯盟第一回大會を開催す。目下 

金澤エス會にて準備中に付.前以て福井 

石川.富山三縣の同志詰君过連絡もも計 

りたいですから.至急下記まで狮照會も 

乞ふ。

金澤市里見町59
マスノ スケジロ

全國醫家諸君!！ 
大會醫學分科會さJEMAの 
相談會壬合併す

我が□本エス醫學備盟（J. E. M. A） （X 

加入者數旣に300名程になりまい:。9月 

上旬本年度會負名簿配布します。まだ御 

加入なき方は是非二の際御申込も乞ふ。 

尙J.E.M.Aの會則等は來あ9月24ロ 

から束京で開かれる第14回日本エス大會 

の醫學分科會ミ合併して協議の上決定し 

たいミ思ひます故全國の醫學關係の同志 

新君の御參加花望む。

JAPANA ESPERATA 
MEDICINA ASOCIO

新聞雜誌とエス語|
一 - - ——

・外交時報（8月15日®）ーー『國際會議i共通 

語使用問題』一粟飯原晋氏。

・名古屋新間（7月21日）一勞齢議ミ用 

語』（エスに就きミく）ーー柴田義勝氏。

・大阪朝日新聞（7月29—30 Q ）——『アジア民 

族會議ミ其用語』ーー凌田一氏。

・大阪朝日新聞（7月31日）------日一文闇へ

向軍治氏の見當逮のエス攻擊。

・東京ロ日新聞&月9H角笛糊）一『アシア 

聯盟ミエフ、語』一豐川善曄氏。

・名古屋新聞（8月10Hヲチ亦欄）——『エスの 

現狀』——山田弘氏。

・九州日々新聞（8月】2日）ーー風語壬國際 

語』——山本齊氏。
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♦“La Epoko kaj Popolo”（鳥取縣米子町富 

士見町「時代さ民衆社」發行の雜誌）。一局誌 

へ本月訣から鳥取の竹內氏のエス語講座が出 

ます。

・讀費新聞（8月17日ヲチ亦版投書腸）——『工 

ス語講座』一かつみ生。

・中學世界（9月號）『學生よ英語の奴隸より脱 

せよ」ーー西博士。

・弘前新聞（6月11日よリ6回）一『エスペラ 

ントの實際に就て』一高田孟泰氏。

・神戶又新□報（7月30日）—エス陪で『世界 

的珠載』 畦園珠人〇

海外からの報道
各國のエスペラント大會
第 U1!回境太利大倉:5月22日一24日・Gmz

に於て開催。盛大でおっす*當地の週刊新聞 

Illustrierte Wocĥe n は功勞のあった Esp.
名士の肖像を入れた立流な特別號な發行1 
た〇 又 u Grazer VoJksblattn 紙も Eep.語で 

書い讥歡迎の辭やFsp-movadoに冏すろ記事 

を滿裁しし。

第八回ブラジル大會:5月に開催される筈 

でめっむが取り止めて11月の21日一 24口に開 

の受信裝置な取りつけてRadioのkoncerto 
I二合はして踊りま厲った由。此れ过日も同じ

うして丁度巴里に開かれて居る國際見本市も 

機會にuEsperanto kaj Komercop協會は初 

めて Komerca Tagoなちものな開催し/:〇 

Denis氏はEsp,がいかに商業界に實用された 

かな報告I、Grandj-an式ステノタイプ機發 

明者さして知られて居るGrandjean氏は一大 

Esp.商業株式會社設立む目諡ろその案むこ 

の會に提出L說明し/:〇そして滿場一致で 

“Esp, kaj Komerco n協會は此の會社に變更

かれろ事になった。巳にりオデジャネイ口エ する事になり、その募集株の約半數は巳に賣

學俱栾部、リオデジャオ、イロ地理學協會・リ 

ナデジャネイロ實業家協會、同商集協會、商 

業協會ブラジル聯盟.ブラジル加持カ敎同盟. 

等が大會參加4・中込んだ。

第十七回英國大會:5月22日一25日Hudd- 
ersfield |二開催、英國總同盟罷業の爲に餘り 

盛大ではなかった。參會者110名。同地市崔

Alderman Law Ta刃or氏はEsp.で歡迎の辭 

む述べた〇 a Yorkslnre Observer n紙はこの 

大會の寫眞Mg®した。

第三回チェツコスロヴァキヤ大膽:5月1日 

—2ロ Bratislavaに於て開催。參會者200人。 

素人俳優のEsp•演劇は好評を博した。

フィンランド大商:5月の五旬祭（pente
kosto を機さして Vaasaで開かれた。芬關 

國內にEsp.運動も一層盛んにすべき手段に 

就き大いに議論も戰は い:。この大會には拓 

逸人やエストニャ人で參加するもの多く頗る 

盛會でわった。

佛蘭西大會:5月23日より巴里に開催。參 

會者約250名、Rcstaurant Universitaire に盛 

大な午径會がお讥 佛蘭西科學學士院Q'Aca・ 
dĉmie des Science）の會長 しallemand 氏ゝ國 

際度量衡院理事Guilleaume氏等の!.umora 
な賛成演說等あり。翌日はセイス河も蒸氣船 

X St. Germain-en-Layeに遠足、その陽氣振 

りは詩集"Verda Jegtamento”な愛讀せら 

れみ諸君に"察られるであらう。St・German 
に於て任國際Kadio協會が早速お手のもの

し株主の中にはU. E. A.の名も見龙る

又同月貂口にはEsp.のタイプライタア競技 

會が開かれ.參加するもの十名國際勞働局に 

勤めるPian孃が第一等賞を取った。

第八回ハ > ガリイ大倉:5月23—24 〇 Gydn- 
gy6s Iニ於て開催。當市市長の名に於て市助 

役Ernesto Orosz氏はEsp.の存在理由む高 

調し參會者に多大の感銘を與へた。參會苦は 

80名に過ぎなかったが英國、チェツコスログ 

アキヤ・トランシルヴァニャ等力、ら遠來の同 

志も迎へて氣持のい > 會でわつ了:。

第二回和蘭大會:5月23日よりNijmegen 
に於て開催。參會者200名その中獨逸人40名 

主!： Radioによる講習、學校課目へのEsp.の 

採用が議題に上った。一市會眼のめた 

りに喋々されるEsp.を聞いて發奮し早速Esp. 
な勉强しゃうき云ひ出した由。

第三回南スラヴ大會:5月23日一24日Ma- 
ribor市に開催、同市市長は热心な同志の事 

Wて援助を受けた事多大であったヽ參會者300 
名。南スラヴEsp.同盟昨年度の事業報告わり。

瑞典大倉:五旬祭花機ミしOrebroに開催 

參會者は約50名に過ぎなかったが主に敎育者 

でちって今後の進步が囑目される。

白耳義大會:5月22日一24日しa Panne
に於て。參加者150名その中に英國、佛厲西、

ネエデ比ランド・瑞西、 

居た。

馬尼の同志も來て-
JL-

第+五回獲乙大會:5月22日より參酒の都
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M K « R tt U
上圖b月長崎に於ける第・う回エス搆習紀念撮影。最前列右より岩隈虎雄、濱田成榮、濱中漂 

吉・辻與一郞、植田敎授、星野行恒.廐松正雄の施氏。

中の上圖 去る7月の鹿兒岛での講習（夜の部）前列中央講師佐保氏。（前披記事參照）

中の下圖7月14日虎渡、橋本兩氏歸朝歡迎會。座せる人々は右より橋本文馭 虎渡乙松■高桑 

正吾.西田の諸氏。左奥の立てるは小森氏。其他會員諸氏（本號記事參照）

下圖 勝浦のEsperanta Hejmo て。前列右より中村雅夫、緖方敎授・酋敎授・西マリ子■浦 

亮治.尖戶圭一・波多野正信. 後列 福富義雄.進士正夫、中村亥一、鈴木正夫.小川久三 

鄭・水口俊明の諸君。（記事參照） ：

Mŭn.henに於て開催〇 一般に經濟的不況の 

まめ出席者（J約300人であった。各國よリの 

視辭が數多わる中にH本及び極東各國な代表 

.匚て大本敎の西村氏が口本語及びFsp・で祝 

辭も述べ多大の喝采を博し了:。

中央丁抹大會:5月22H Grenoaに於て開 

催。主にEsp.敎授に就いて協議匚大會に參 

加い:敎師團は市長に請願書を送って學課目 

中にEsp.花採用する樣慫懣い:。

舊約聖書のEsp.譯
Zamenhof段後巳|二9年吾々（Iその譯に” 

、る舊約聖書全書の刊行もごんなに待ち焦小 

れて居る事でわらう。個々の創附記.出埃及 

記等はなほ單行本ミして時々書店に見られる 

が詩篇の如きは巳に絕版でめって空しく全譯 

の上梓されあのも待って居るのでかみ。この 

Revuo （Zamenhof主宰の古い雜誌）に譯載 

された诬約聖書の原稿は長らく出版所な探し 

めぐんで居たが英國の委員の手に渡りゃうや 

く British & Foreign Bible Society 及び 

National Bible Society of Scotland から版な 

新にして出版されやうさして居〇 Zamenhof 
の譯筆は云ふ迄もなく賓に流麗も極め且つ又 

へブライ語原文の意に深く做し之二そEsp. 
文献の有する至寳でめる。思へMartin Lu

ther の痂逸譯聖書二そは獨逸文學の濫觴でめ 

リ各阈語譯の聖さは各國文學の昨胎であった 

事む。そして又各時代に於ける舊約聖おは各 

時代の世界語に譯され了:事を。第三世紀に於 

では:當時の世界語ギリシャ語に、第四世紀に 

はラテン語に譯まれた。今や人類は：Esp.の 

舊約聖書も持たなければならない。單に聖典 

さしての意味のみで（工加、.Esp・文學の源泉 

ミしてでめろ。この舊約聖書の全譯刊行は着 

々さ進播したが英画總同盟罷業で妨げられ・ 

今夏Edinburgoの萬國大會を機ミC.新裝 

な凝らしてやうやく現はれる事になつた。

際聯盟協會聯合とエス
國際聯盟も支持すみ國內民問團體なみ國際 

聯盟協會の國際聯合會第十回大會は去ち6月 

29日より7月3H迄英國ウエーノレスのAberys- 

twithで開かれた。國際聯合會書記S・roMa・ 
xwell Garnett （anglo）の Esp.語を小學兒童 

に敎へろ提案は.その敎育及宣傅委員會で審 

議せられたが.英國聯盟協會代表Zimmern 
Canglo）はEsp.は理解な生む處が却って誤 

解む招くさ無理解な反對論をやった。お次に 

立つア:のが、此の委員會の耋長Peker Gyula

ハシカ•リヤ知名の文士で.大臣にもなった男 

Esp.は“言語學上の怪物''ださ奇妙な學說 

な立てれは?.ルーマニャの首席代表 F-ino 
Poetino Helene Vacaresco 女史（I ノレーマニャ 

女王エリザベス陛下のEsp.運動に對する御 

然誠な・忘れ、（TEsp.が malbonigita rumana 
lingvo でないさしても。malbonigita hispana 

lingvo でめり、また malbonigita angla lingvo 

でめる』过知ったらしこさを喋った。玆で立 

ったのが日本代表.原案に大賛成の意を表し 

東洋人の立場を述べた。『日本代表』は牧野英 

一.野上俊夫・臘山政道.橫田喜三郞の諸敎 

授等十名。その何人であるか今不明なのは殘 

念である。しかし斯樣な論戰にも拘らず決議 

投票任8對1。棄權2で可決ミは意外な結果! 〇

7月3日の總會席上でM. Garnettの報告に 

次で立つ讥のが.フランス聯盟協會聯合主事 

むる P-ro J. PrudhonimeaUK が 78,000 の 

フランス敎師（工Esp.敎授に賛成だこ叫べば 

Poetino Vacaresco （ĉu Bakadesuka ?）再び反 

對も說へ.結局.本案は口對7で敗れた。此 

の採決に於けろ賛成國はEl.英・佛・瞬等. 

反對國は伊.米.ルーマニャ.スペイン等で 

わったニミに注意されたい。尙同會議に出席 

し了:古垣鐵郞氏は其報告の終に『英語は世界 

語なりさ自貝する英國が:の決議に賛歳な表
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い:理想主義的態度任注目に値する。』さ。

〔此項粟仮原晋記〕

電信用語エスベラント日

チェツコスロヴァキャの遞信省は四月ハ日 

付の省令な以って內國電信に於ては四月十五 

日よりEsp・な平語さして取扱ふ旨捋令した 

これに先って第一番にブノレカ・リヤ遞信省が同 

樣の省令を發し讥旨は7月號に記栽い:所で 

わるが.羅馬尼では1909年の7月31日付で 

Esp.も平語ミして取扱ふ旨發表して居"そ 

して今年の11月1日から任（7月號に9月よりミ 

なってるのは枝正の誤）昨秋の萬嫌郵便畫信 

聯合會議の議決にし讥がって加入して居ち各 

國はEsp・な平語さして取扱ひ・Esp. （I世界 

の雜信網に活躍する事さむるのである。

大會及び西班牙エスペラント大會に際して西 

班牙政府はEsp.文のみの國內案內記ね發行 

しT:〇二れは:全部Esp・で書かれ西班牙の歷 

史風景等を明細に叙説した中々美麗なもので 

ちる。早く日本でもこの種の案內記及び國狀 

も照介する各種のEsp.文献を出し丫:いもの

でおる。

通信學校にEsp.を
Parisの萬國通信學校（La Universala Pe

rkoresponda Lernejo）は6寓の生徒な有すミ 

云はれて居るが.今度現今までの英.西、伊 

獨語ミ共にEsp・課も敎授課目に入れろ事に 

なつ兀。 .

伊太利たより
Milanoに於ては i意科ミして小學校の6級

敎育とエスペラント
倫敦に於けみ.佛葡西商業會議所はC-ie 

G血grale Transatlantique 會社の社長 Le Brun 

に就きータEsp.の講演な聞いたそれ以來會 

議所をめげてEsp.の効用性に眼覺め.今般 

Boucher氏の提出Iた決議案.倫敦に於ける 

佛中等學校にEvp・の課目を差し加へる案厲 

會議所に於て滿場一致で通過しĴ:〇なほ佛蘭 

西しe Havreに於ける商業會議听もその地方 

の初等商業學校!二E.=p.も採用し、或は同地 

方のEsp.會主催の講習會を援助すみ旨決議 

い:。たヾ具能的に二の決議案がいかなる形 

ミむって現れみかは疑問でわるが、佛蘭西む 

らざる日本の商業會議所二そ先づ第一に具體 

化しなければならない問殖であち。

に又エ學夜學校2級にEsp.の科Hも編入。

Genovaに於て市當局（I補習夜學校“Gers
larno BoccardeにEsp・在》必修課目さして 

一年やらせる事に決定。Vogheraに於ては同 

地の"UnioDeGhmastica"の一室にて Stro- 
mboli氏の公開講演會がめった。演粗は「科 

學及商業の阈際的關係ミ伊太利語擁談」幻燈 

な用ひ非常にいトEsp.の宣傳に!X0?;〇 SŜ

衆は二百名を超へた。

Baselの博覽會

Zagreb大學とエスペラント
ユーゴースクウ・イアの前大臣Radi6氏は 

以前よりEsp・に好意む示して居たが.今度 

氏のロ添龙によりZagreb大學の商業科に於 

ては商業各課目中にEsp・な付加へる事にな 

った。二のEsp•課目は今秋の學期より始め 

て一週六誌間宛半年續けみ豫定でめみ。

7月1Bより9月19HI：かけて瑞西のライン 

河に沿う仁風光明媚の町Bas.lに於:ゝて・ 

^Intemacia Ekspozicio Pri Rivera Navigado 
kaj Uzo de Hidraŭla Forto（河航及び水力 

回際博覽會壬も稱すべきか）が開催され叫 

その廣告のため全部E*）・文のfolioが發行 

された。ごれは僅々4頁に過ぎない桑でちみ 

が簡單にBase!市の國際貿易交通上に占め 

ろ位置歷史産物等に關する要約も收め讥繪入 

りの美麗なものでめる。又瑞西鉞道聯盟の出 

版部では各國にこの國の美も知らせ又惹きっ 

ける爲にEsp・文で説明のはいった美麗な裕

盲人 體に於けるエスペラント

葉書を敦行して居る。

西村氏のラヂオ放送

世界各回の盲人間には可成擴く Esp •が利 

用せられて居り點字式で書かれたEsp.の誌 

雜誌も出て居あが.4月9日に歐洲で開かれた 

萬國盲人庇護同盟の大會に際してEsp.も全 

世界盲人間の國際的了解の具さI共に慰め共 

に樂しまうミ云ふ議が採用された。やがて具 

體的な方法が講ぜられあ筈。

エペラントの西班牙案內記

別項の如く Miinchen （：±?けろ第15回!8乙 

エス大會に（!巴里にあって大本新聞編輯發刊 

の任にめたってもられる西村光月氏が出席さ 

れ了:: eは上記の如 ; だが同氏の私信によれ 

rr同大會での西村氏の日本語及エス講演はヲ 

ヂ亦によって廣く放送され了:由で定めて獨乙 

全國に大きなefikoもお二し»たこミト思ふ日 

本人で世界の晴の舞臺たお歐州でエス語ミB

U：

6月初旬にMadridに開かれた國際地質學

本耕のラヂす放送は同氏が最初かさ思ふ。

[H. Ŝ.記】



本エスペラント融:發行書藉目錄

獨稗用 
敎科用 

同上

同

同

ェ

敎科・獨習•練習書類

I!エスペラント全程（厚クロ-ス綴） 

練習課題解答集（說明附）...................

語大文法第一輯.前置詞........................

上第二輯、副詞..........................

トの手引（小形本）........................
ト敎科書（短期講習用書）.................

スペラン、模範練習讀本（解說附）.................

スペラント助辭一覽（小形本）......................

高等エスペラント敎材（講習用）......................

同上講義............................................

作詩法講義....... ..................................

定價

1.50
料

07
.25
.80
.70
.05
.25
.25
.50
.10
.15
.15
.15

02
04
02
02
02
02
02
02
02
02
02

・ 辭典，會話書鶴

大成和エス辭典前編（A—K）...............................
同上後編（M—Z）印刷中.......................
大成エスペラント和譯辭典（薄クロース綴）................... 么°°

羅エスペラント和譯解剖學名辭典（薄クロース綴）............."〇

エスH及日エス海員語辭典（薄クロース綴）..................... ・6〇
實用エス和對照會話...................................   1・4°
Frazlibro de Interparolado Esperanta （實用エスペラント會話 >…2.00

文學 書類
イソツプ物語（詳註附）..........................
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九月の大會へ御寄附を

來る九月の本年度の大會は滿廿 

週年記念ですから特別に大々的に 

やって大いに宣傳をし化いざ思ひ 
ます。〔その催物等については別項 

記事御參照の事〕。所で之等の諸計 

畫を遂行するには多少多額の經費 

を要します。その經費の中の幾分 

は灵込があリますが今少し經費が 

不足です。こうぞ多少にかゝはら 

ず大會の化め御寄附下3らんこざ 
を伏して御願申します。御寄附金 

は便宜日本エス學會4 
下さい。

第14回日本エスペラント大會

準備委員一同

UliHimilHlttl 亂 HUHiMHHUHl般 MH 册冊tHXi讯 &KHimMtti

參加の方は大

別項237頁記半の如く大會參加者のため鐵 

道省で（I特に汽車賃（往復）な二割引にして;罠 

れましたのですからぜひ御利用下さい。省線 

ならごんな少さな驛でも割引してくれます。 

但し9月17日炉ら.6口の間に購入すべ3で10 
月3 Dまで通用します。

KORESPONDA FAKO
海外の同志壬の文通は厚習の良法です。會 

員は年二回3行迄無料。本欄御活用を乞ふ。 

但し必ず返事されみべき二ミ。略語解:一 

L=letero, P = poŝtkarto, ： IP=ilusirita poŝt
karto, PM = poŝtmarko, bdi ^bildflanke （切 

手畫而貼附），G-gazeto, SM=sigelmarko, 
kci=kun ĉiuj landaj esperantistoj.

♦ Japanujo—S-ro Kikuo Jamagisi, ĉe Agri・ 
kultura F^sprolada Oficejo, Tojnita-ĉo, rI aiho- 
ku, Fonnosa: L・，IP., k. ĉ. K

Japanujo—S-ro Kyuro Shimizu, 874 Misa- 
ki !orir Kuwanamaci, Mie-ken ; PM., k. & L 
♦Japanujo—Fraŭlo Hideo Jamanaka, ĉe Osa
ka Centra Telegrafejo, Osaka; L., IP., k. ĉ. I. 
gesamideanoj.
♦Japanujo—S-ro Taizo Takahaŝi； 3 Baiiĉoo 
Ilarujosi, Fukuoka; k. ĉ.】・

♦Gennanujo一 ro Hermann Zrandt Dii sei- 
（lorf, Eisenstrasse 37;郵便局員.ロ本の風俗 

習慣を知り度し。 ・

♦ Holando—S-ro \Valter Zinke, 3farniksstr. 
290, i\msterdan）; L・,LP.

Ĉtĥoslovakuj〇— :o Karel Vanon?, Loze, 
Bohemio; PL, PM, skarabojn kaj papiliojn. 
♦Ĉtĥoslovakujo― -ro Adolf Loo》'Vesseln 
b- Aussig a/d Elbe; PI, L.

エス語硏究月刊雜誌

VERDA MONDO
（（綠之世・界））

エスペラン ト普及會編纂

內容豐富にして全文譯註付き、エス講義每號連載す。 

中等、初等者の好伴侶。

四六版卅二頁 

半ヶ年分六十錢

見本十錢封入 

壹年分豈圓

京都府龜岡町

發行所天聲社支社
振替口座大阪七五九一七番



暴更n本エスペラント學會發行書籍…覽

@新撰エス和辭典
〔好評忽三版!!〕

定價7 5錢 

郵稅2錢

談陽徹瘙阳驚翩潮!廳磁娜
クロース製 ・ケット型 金文字入 頗る美麗 債格至廉

A語數は合成語を含めて一萬五千餘語を收載す。

1>公用語は最近發表され九第三冋增補迄悉く網羅せり。
A譯語は徹底的に正確を期せしこご他に類をみず。

!> 一語一行主義によるを以て索出至便なるこて。

A附錄のエス文法槪觀（2・5頁に亘る）は講習の際文法敎科書に代用し得。

A價格の至廉なるこざはエス語普及上の一•大福音花り。

〔內容見本は本誌8月號212頁にあbĵ

◎エスペラント講習用書僂翼霜）蠶豐

大正13年に初版を出して此二年間に旣にハ千餘部を賣盡し化るのみ 

にても本書の眞價は認められる。講習用ざして材料は極めて豐富で 

あ人 配列は小坂氏多年の苦心になあもの。附錄ざしてTagiĝo及 

Esperoの歌詞及音譜あb 〇

@エスベラントやさしい讀み物点于費）懿矍

興味ある笑話22篇を集め之に懇切丁寧な註解をしたもので初等講習 

を終へた許りの方が讀んでもよく理解できる。笑の中に語法を覺え 

しめる良書である。せひ一本を。

⑥エスベラント發音研究（勰留）蠶鬻 

初等講習をgvidiせらるゝ人や初學者の手引をせらゝ方々が是非ー 

讀せねばならぬ本です。初學者の發音に關する質閒は可成難しいの 

が多い。本書はそれらの難問を解決する唯一の鍵である。

以上書籍の發行並に發賣所は

聶懈黔贺理歡H木工スベラント學會
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旭 光 社
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